
シンポジウム D 

中深層生態系 -構造、動態および表層生態系との相

互関係－ 
 

                        コンビーナー：齊藤宏明・大関芳沖・平井光行 

                     （水産総合研究センター） 

               日時：3月 26 日（日）10：30～18：00 

               会場：本校舍（１号館）306 号室 

 

＜プログラム＞ 

10:30-10:45 Searchlights for twilight zone ecosystems       

齊藤宏明（東北水研）・大関芳沖（中央水研）・平井光行（東北水研） 

10:45-11:10 北太平洋亜寒帯中層水の流動構造        

    安田一郎（東大海洋研）・建部洋晶(東大気候セ)・増島雅親(東大海洋研) 

11:10-11:35 亜寒帯大型カイアシ類による親潮域から混合域中層へ炭素輸送 

                清水勇吾・高橋一生・伊藤進一・筧 茂穂（東北水研）・ 

                中山智治（海洋財団） 

11:35-11:55  親潮域におけるカイアシ類群集の摂餌圧と日周鉛直移動による炭素輸送量  

高橋一生・桑田晃・齊藤宏明（東北水研） 

11:55-12:15  橈脚類の季節的鉛直移動による物質輸送 

津田敦（東大海洋研）・齊藤宏明(東北水研)・小針統(鹿大水産) 

 

12:15-13:15 昼 食 

 

13:15-13:45 中深層における細菌群集の動態  

 福田秀樹（東大海洋研）・宗林留美（静岡大理）・永田 俊（京大生態研）・  

 小池勲夫（東大海洋研） 

13:45-14:15 海洋中層におけるマイクロビアル・ループ - 物質循環の観点から 

       田中恒夫（ベルゲン大） 

14:15-14:40 西部北太平洋における魚類マイクロネクトンの生物量、鉛直分布および 

                摂餌生態 

     杉崎宏哉（東北水研）・杢雅利（水大校）・内川和久・岡本誠・岡崎雄二 

        （東北水研） 

14:40-15:05 西部北太平洋におけるマイクロネクトンいか類の分布と食性 

  内川和久（東北水研）・土屋光太郎（海洋大）・杉崎宏哉（東北水研） 

 



15:05-15:20 休憩 

 

15:20-15:45 表層と中層の魚類群集の相互関係 

    久保田洋・高木香織（中央水研）・谷津明彦（北水研）

15:45-16:10 音響学的手法によるハダカイワシ科魚類の定量化   

宮下和士・安間洋樹（北大北方生物圏 FSC） 

16:10-16:35 東北海域における底層魚類の現存量と摂餌量、特に表層由来生物への依存

度について  

                    成松庸二・服部 努・伊藤正木（東北水研）・ 

                    松坂 洋・菊谷尚久（青森水研セ） 

16:35-17:00 Video Plankton Recorder（VPR）によるゼラチン質プランクトン現存量 

        の把握 

市川忠史（中央水研）・瀬川恭平（遠洋水研） 

17:00-17:25 次世代衛星ブロードバンド通信を用いた陸船間データ共有システムの開 

        発 

      伊藤進一（東北水研）・大関芳沖（中央水研） 

 

17:25-18:00 総合討論 



Searchlights for twilight zone ecosystems 
 

○齊藤 宏明 ・ 大関 芳沖 ・ 平井 光行 

(水産総合研究センター) 

キーワード：中深層生態系、生物ポンプ、微生物ループ、カイアシ類、ハダカイワシ、海洋観測機器 

 
平均水深 4000 m の海洋において、光合成が可能な層は

表層 150 m 程にすぎない。しかしながら、有光層以深、

特に水深 1000 m までの中深層は、生物量・種多様性共に

高く生物活動の活発な層である。基礎生産の行われない

中深層生態系を駆動しているのは、有光層から様々な過

程で輸送される有機物である。しかし、多くの生物は沈

降する有機物を待ち受けるだけでなく、毎日または季節

的に中深層と表層とを行き来して有機物を中深層へ輸送

している。カイアシ類等の動物プランクトン、ハダカイ

ワシ等の中深層性魚類やイカ類は、夜間浮上して表層性

生物を盛んに捕食し、昼間は中深層へ移動する。一方、

カジキ類、アカイカ、海産哺乳類等は表層性の生物であ

るが、しばしば中深層で捕食する。すなわち、中深層生

態系と表層生態系は、表層生態系からの一方通行の関係

ではなく、相互依存しており、表層生態系や物質循環の

研究を行う上でも、中深層生態系の理解が必要である。 

中深層は有機物の分解が盛んな層でもある。有光層で

生産された粒状有機物は、様々な形で下層へ輸送されて

大半が中深層で無機化される。その過程で、様々な中深

層生物による細分化や repackaging、分解等の作用を受

けるため、輸送される有機物の質や無機化される深度は、

表層の有機物生産量・組成ばかりではなく、中深層生態

系の生物組成によって変化する。中深層生態系における

分解・無機化過程を把握することは、海洋の炭素吸収・

貯蔵期間や栄養塩の表層への供給を理解するために必要

である。 

中深層の生態系および生物活動に関する知見は、しか

しながら、断片的であり、中深層生態系に棲息する生物

の種、分布、生物量といった基本的な理解さえ未だ十分

になされていない。一つの原因は、中深層観測の困難さ

にある。人口衛星によるリモートセンシングが不可能な

上、船舶観測においては、表層に比べて観測時間をより

多く必要とし、また、航走しながらの観測も困難である。

生物学的な実験を行うにも、水温や水圧が異なったり、

脆弱でであったりと、採集や飼育実験が困難な種が多い。

また、表層では食物網高次の大型の生物についても、漁

業や目視等によって生物量が比較的よく把握されており、

その年変動に関する情報も多い。しかし、中深層におい

ては、種の分布や生物量さえ把握されていない。このよ

うな中深層生態系に関する理解の不足は、海洋食物網の

動態、水産資源の変動、地球生物化学循環の理解のため

の大きな障害となっている。中深層は薄暗いため

twilight zone と呼ばれる。我々の中深層生態系対する

理解も、夜明け前の深い森の中で動く動物の姿を捉える

ように、ぼんやりとしかその姿を捉えているに過ぎない

状態であろう。 

知見の少ない、観測が困難な中深層生態系を理解する

ためには、その中の生物と生物活動およびそれを取り巻

く環境条件を照らし出すサーチライトが必要である。リ

モートセンシングや VOS による航走中の観測が困難であ

るため、調査船を用いた観測研究が必要であり、目的に

沿った集中した観測が必要である。新たな観測機器や観

測手法の開発は、発見を促し、また効率的な観測に有効

である。中深層の理解が十分ではないのは、生態系に関

するばかりではなく、物理・化学過程に関しても同様で

ある。海洋物理、地球化学、生態系に関する統合的な調

査・研究が不可欠である。 

このような背景の下、中深層の研究は国際的にもその

必要性が認識されている。IGBP と SCOR は海洋生態系と

生物地球化学に関するコアプロジェクトIMBERを2004年

に立ち上げ、その中で中深層を key domain として研究を

推奨している。農林水産技術会議は、中深層を科学フロ

ンティアとして捉え、2002 年からプロジェクト研究“海

洋生物資源”の中に、“深層生態系・生物資源の解明及び

表層との相互作用の解明”を設けて中深層生態系の研究

を推進すると共に、“海洋生物資源利用のための生態系

変動モニタリングシステムの開発”において観測手法に

関する開発研究を行ってきた。このプロジェクトで、調

査船による集中的な観測研究が行われ、また中深層観測

およびデータ通信・処理のための機器開発が行なわれて

きた。 

本シンポジウムは、“深層生態系”をはじめとするプロ

ジェクトによって中深層生態系に関して近年得られた知

見を、物理過程から食物網高次の生物に至るまで俯瞰的

に捉えると共に、今後の中深層生態系および海洋システ

ム研究の課題を明らかにすることを目的として開催する。 



北太平洋亜寒帯中層水の流動構造  
 

○安田一郎 1・建部洋晶 2・増島雅親１ 

(1. 東大海洋研, 2.東大気候センタ) 

キーワード：亜寒帯太平洋、北太平洋中層水、プランクトン輸送 

 
北太平洋亜寒帯海域では、大型のカイアシ類ネオカラ

ヌス属動物プランクトンが春季から夏季にかけて表層で

成長し、その後数 100ｍまで沈降する。この鉛直輸送は、

炭素を表層で固定し中層へ輸送する能動的生物ポンプ

の役割を果たすと考えられている。これらのプランクトン

はその場の海流によって水平方向にも流され、表層と中

層にいる場合で異なる海流に流されることになる。また、

親潮水の一部は、亜寒帯前線を超えて混合水域や黒潮

続流域等亜熱帯海域まで輸送される（Yasuda et al. 1996 

JPO; Kono 1997 DSR; Hiroe et al. 2002 DSR 等）。この

場合、亜熱帯海域に輸送された動物プランクトンは死滅

回遊となる可能性が大きい（斉藤宏明私信）。このように、

動物プランクトンを介した炭素循環を理解・定量化するた

めには、海流構造の理解を進めることが必要である。 

北太平洋西部亜寒帯海域・オホーツク海から本州東方

混合水域・黒潮続流域の表中層海流構造についての研

究は、1997-2001 年科学技術振興調整費 SAGE 等の集

中観測、それに続くモデリングの努力によって、大きく進

展した。観測面では、北海道・本州東岸付近を南下する

親潮に沿って、年平均約 4Sv（密度 26.6-27.4σθ）

（Masujima et al. 2003 JO）もの大量の亜寒帯水が親潮

前線を超えて亜熱帯海域に直接流入し、亜熱帯海域に

広く分布する塩分極小で特徴つけられる北太平洋中層

水を形成することが明らかになった（その後の進展につい

て、本シンポジウム清水他の講演参照）。また、数値モデ

ルによってオホーツク海・千島列島付近の強い潮汐混合

が推測された（Nakamura et al. 2000ab）。この強い鉛直混

合に伴うに表層高塩分化によって高密度陸棚水やオホ

ーツク海モード水（Yasuda 1997）が形成、また、混合に伴

う鉛直湧昇に起因した熱塩循環が駆動され北太平洋中

層水の輸送量が強化される、などが数値モデルによって

示唆された（Nakamura et al. 2004 JO; Yasuda 2004JO）。 

これらの研究をふまえ、北西太平洋亜寒帯から混合水

域にかけての中深層生態系の理解に資するため、親潮

の海流構造・変動の基本的理解を目標とした単純化モデ

ルを用いて研究を行ってきた。また等密度面型プロファイ

リングフロート観測（Shimizu et al. 2004 JO）結果の理解

とプランクトン輸送モデルを作成することを目指して研究

を進めている。単純化モデルの概要を以下に述べる。 

１）表中層を合計した西岸境界流に沿う亜寒帯から亜

熱帯への輸送量は、亜寒帯海域を合計した深層から中

層への等密度面を横切る（特に千島列島付近の強い鉛

直混合に起因する）鉛直湧昇流量で決まり、この湧昇流

量が多いほど親潮が南下することが理論的に示され、北

太平洋中層水の形成や親潮南限緯度に対して、亜寒帯

海域の鉛直混合が重要な役割を持つことが明らかにされ

た（Tatebe and Yasuda 2004 JPO）。 

２）親潮の北海道から本州東岸付近を南下する親潮

（第１分枝）の南限緯度は、４月南下 11 月北上という季節

変動を示すことが知られている。しかし、これまで親潮南

限緯度の季節変動を再現した数値モデルは無かった。

１）で作成した平均親潮位置が観測と整合的であるモデ

ルを用いて親潮南限緯度の季節変動を再現した。従来

考えられていた北海道付近の局所的風の季節変動に起

因するケルビン波応答や北太平洋全域の風変動に対す

る順圧ロスビー波応答ではなく、北米西岸からべーリン

グ・カムチャッカ・千島列島にかけての大陸沿岸で風の季

節変動に励起された沿岸波動の応答であることを示した

（Tatebe and Yasuda 2006 JPO 印刷中）。 

３）親潮南限緯度の経年変動、特に 10 年スケール

の変動が、北太平洋上の風応力長期変動によって励起

された傾圧ロスビー波によっていること、及び、20 年

周期波動が伝搬の途中で風の位相が変わり減衰し 50

年周期変動が顕著になる事が示された（Tatebe and 

Yasuda GRL 2005）。プランクトン輸送モデル他につい

ては、講演時に述べる予定である。 



    亜寒帯大型カイアシ類による親潮域から混合域中層への炭素輸送 

○清水勇吾*・高橋一生*・伊藤進一*・筧 茂穂*・中山智治** 

* 東北水研 **海洋財団 

キーワード：混合域，親潮，炭素輸送，カイアシ類 

 

１．はじめに 

混合域とも呼ばれる親潮前線と黒潮続流に挟まれた海

域では、親潮前線を横切って流入する親潮水と北上して

きた黒潮水が複雑に混合し、亜熱帯循環中層に広く分布

する塩分極小層で特徴付けられる北太平洋中層水が形成

される。また混合域は生物生産力が高く、浮魚類、底魚

類、マイクロネクトンやクラゲ類が多く分布する。一方、

親潮域では、Neocalanus cristatus, N. flemingeri, N. 

plumchrus及びEucalanus bungii等の亜寒帯大型カイア

シが豊富に分布し、食物連鎖で重要な働きをしているが、

さらにこれらカイアシ類は、親潮によって運ばれ、混合

域の生物生産にも寄与している可能性がある。 

本研究では、親潮に乗って混合域に輸送される亜寒帯

域の主要な大型カイアシ類によって、混合域にもたらさ

れる炭素量を見積る。これらのカイアシ類は季節的（個

体発生的）鉛直移動により、表層で固定された炭素を中

層に運ぶ能動的生物ポンプの役割を果たしていると考え

られているが、本研究では、親潮域の生産量と生物ポン

プによる鉛直輸送に対して、海流による受動的な水平輸

送がどれくらいあるのかについて比較する。  

なお本研究は主に農林水産技術会議プロジェクト研究

「海洋生物資源の変動要因の解明と高精度変動予測技術

の開発－Ｉ系深層生態系・生物資源の解明および表層と

の相互作用の解明（DEEP）」によってなされた。 

 

２． 試料と方法 

2001年春～2002年冬の各季節に、北海道襟裳岬から南

東に延びるOICEと呼ばれる海洋観測線において、東北水

研調査船若鷹丸などで実施されたCTD観測から1500dbar

基準の地衡流を求めた。また同観測線上の親潮域内の観

測定点において鉛直多段階プランクトン採集器（VMPS）

によって得られた500m以浅4層から得られた試料より、

Neocalanus ３種とEucalanus bungiiの炭素量（個体密

度×個体乾燥重量×0.456）を層別に求めた。この炭素

量に地衡流をかけ、親潮域内で空間積分したのち、一年

間の時間積分を行い、これらカイアシ類による年間炭素

輸送量を求めた。また、親潮域において密度26.7～27.2

σθを追従する等密度追従型フロートを2003年 9月に6

台を投入し、これらがOICEを横切って親潮下流域でどの

ように流れるかを調べた。 

３．結果 

 今回、対象としたカイアシ類4種によってOICEを横切

って南に運ばれる炭素量は年間69万トン（うちオホーツ

ク海水の影響が強い中層低渦位の親潮水による輸送量は

58万トン、太平洋西部亜寒帯水の影響が強い中層高渦位

の親潮水によるものは11万トン）と見積もられた（表１）。

また等密度面追従型フロートの追跡結果から、OICEを横

切る親潮水のうち、中層高渦位の親潮水は亜寒帯域に戻

る可能性がある一方、中層低渦位の親潮水は、亜寒帯域

に戻ることはなく、1 年後には混合域～黒潮前線域に流

されることがわかった。これらカイアシ類4種は寿命が

1-2年であり、100m深水温6度以上では生き残れないと

いわれているため、OICEを横切って南に運ばれたこれら

カイアシ類の多く（最低でも中層低渦位の親潮水による

輸送量である58万トン、ネオカラヌス3種だけでは37

万トン）は、再生産できずに混合域で消費されると考え

られた。また、150-500m層での年間輸送は28万トンで、

全体の 40％に達していた。カイアシ類の一部は 500m 以

深にも潜るため、実際には本研究の見積りよりもさらに

多くの量が中層で流されると推測された。 

 また、道東周辺の親潮域を40N-43N、143E-150Eの矩形

の海域とすると面積は2×1011 m2となり、Kobari et al. 

(2001)の結果から、この海域のネオカラヌス3種の年間

の総生産は約400万トン、生物ポンプによる炭素鉛直輸

送は約80万トンと見積もられる。これらと比較すると、

本研究によるネオカラヌス3種の海流による親潮域から

混合域中層への輸送量（37万トン）は、総生産の約10%、

鉛直ポンプの約半分の大きさと考えられる。より正確な

見積り結果については講演時に発表する予定である。 

 

表１ 各亜寒帯大型カイアシ類による OICE を南西向

きに横切る年間炭素輸送量（単位：万トン） 

（カッコ内＝中層高渦位の親潮水による輸送量） 

 

Layer N. cristatus N. flemingeri N. plumchrus E. bungii    Total
0-50m 9.4 (1.2) 5.2 (0.7) 8.3 (0.3) 8.9 (1.0) 31.8 (3.3)
50-150m 6.4 (0.6) 0.1 (0.0) 0.4 (0.1) 2.6 (0.2) 9.5 (0.9)
150-300m 2.3 (0.4) 1.6 (0.0) 0.9 (0.3) 3.4 (0.4) 8.2 (1.1)
300-500m 5.3 (1.6) 2.8 (0.8) 1.0 (0.3) 10.3 (2.8) 19.3 (5.5)
Total 23.4 (3.8) 9.9 (1.6) 10.5 (0.9) 25.1 (4.5) 68.9 (10.8)



親潮域におけるカイアシ類群集の摂餌圧と 
日周鉛直移動による炭素輸送 

 
○高橋一生・桑田 晃・齊藤宏明（東北水研） 
キーワード：物質循環・生物ポンプ・動物プランクトン 

 
《序》深層生態系における生物生産は、光合成が行な

われる海洋表層から輸送される生物起源有機物に依存

している。表層基礎生産と深層生態系を繋ぐブリッジ

として、動物プランクトン群集は、主に表層での摂餌-
排泄を介した糞粒フラックス、日周・季節的鉛直移動

に伴い生じる深層での呼吸・排泄・被食等の過程を通

じて有機態炭素輸送に貢献していると考えられる。し

かし、これら各過程の定量化は必ずしも十分に行われ

ていない。本講演では親潮域動物プランクトン群集に

優占する植食性カイアシ類群集が、摂餌および日周鉛

直移動を通じて炭素輸送に果たす役割を、年間を通し

て評価した結果を報告する。 
 
《材料と方法》解析に用いた試料は東北水研による

OICE 観測ライン  (襟裳岬沖親潮集中観測線 ) 上の
Stn.29 (41N, 144.4E) において、2001年 6月、8月、11
月, 2002年 1月、4月、6月に行われた計６航海で採集
した。採集には VMPSネット（鉛直多層プランクトン
ネット、目合い 330µm を用い、 0-50m, 50-150m, 
150-300m, 300-500mの各層採集を 3-4時間間隔で 24時
間行った。得られた試料は-80℃で速やかに凍結保存し、
実験室に持ち帰った後、以下の解析を行った。 
 
摂餌圧：カイアシ類群集摂餌圧は消化管蛍光法により、

0-150m層の優占種の日間摂餌量と生物量より算出した。
冷やした濾過海水を満たしたベトリ皿内で解凍した試

料を、種・ステージ（コペポダイト期）・性毎に分別

した後、体サイズに応じて 3-30 個体毎に DMF （７ｍ
ｌ）を入れたバイアルに入れ、色素の抽出 (４℃、４
８時間) を行った。消化管色素量は蛍光光度計により
測定した。なお消化管回転速度には Irigoien（ 1988）
の経験式を用い、C/chl a比は 30、消化管内色素分解効
率は０として計算を行った。測定はすべての優占する

種・ステージについて行い、結果として１１月を除く

すべての航海で出現カイアシ類総湿重量の９０％以上

にあたる群集の摂餌圧を見積もった。 
 
日周鉛直移動による炭素輸送：各航海の昼夜正中時に

層別採集された試料に基づき主要種の日周鉛直パター

ンを把握した。優占種中、顕著な日周鉛直移動を示し

たのは Metridia属２種 C4-C6期雌に限られた。0-150m
層夜間における上記２種の個体数から、同層に昼間も

留まっている個体数を差し引いた値を日周鉛直移動個

体群とみなした。昼間の 0-150m層における個体数が夜
間よりも高くなった場合は 150m以深への炭素輸送は 0
とした。呼吸による炭素輸送量は、呼吸商 0.97として
個体乾燥重量と昼間の分布層(150-500m)の平均水温を
Ikeda(1985)の式に代入し求めた。個体乾燥重量は航海
毎に測定した種・ステージ毎の値を使用し、必要に応

じて 0.456を乗じ炭素重量に換算した。また Batchelder 

& Miller (1989)に基づき、日間死亡率と１％と仮定し、
これを鉛直移動個体群密度に乗じることにより、被食

による炭素輸送量を求めた。この計算では夜間 150m
以浅における被食分も、捕食者の日周鉛直移動により

昼間 150m 以深に輸送されると仮定し、死亡率に各分
布層、時間帯別の差は設定しなかった。 
 
《結果と考察》0-150m層におけるカイアシ類群集の年
間摂餌量は 37.8gC/m2/year と見積もられた。これは同
測点の年間基礎生産量の 13％に相当する。種別の寄与
率は E. bungii (40%), N. cristatus (16%), M. pacifica 
(15 %), N. flemingeri (10 %), M. okhotensis (9%), N. plum-
chrus (7%) の順であった。季節別にみるとカイアシ類
群集の摂餌は秋から冬にかけて低く(8-15mgC/m2/d)、春
季ブルーム時に上昇 (195mgC/m2/d)した。ブルーム後
期の摂餌量には年による差が見られ、2001年 6月には
65mgC/m2/d であったのに対し、2002 年の同時期には
397mgC /m2/dと観測期間中最大値を記録した。これは
同時期の植物プランクトン現存量の 20％、基礎生産量
の 90％に相当し、親潮域春季ブルームの終息にカイア
シ類群集の摂餌が直接寄与している可能性を示唆した。

同化効率を 70 ％と仮定すると植物プランクトン摂食
によって年間にカイアシ類群集によって生産される糞

粒の潜在的フラックスは 11.3gC/m2/year と見積もられ
た。 

Metridia ２種 C4-C6 期による日周鉛直移動距離は
種・ステージ・季節毎に異なり、一般に後期ステージ

ほど長く、季節的には春季に短く夏~冬にかけて長く

なった。M. okhotensis C6期雌は春季にのみ移動した。
季節的な輸送炭素量は、8 月に最も高く(21mgC/m2/d)、
次いで 2002年６月、1月(12-14 mgC/m2/d)が比較的高い
値を示した。4 月は両種とも鉛直移動距離が短く
3mgC/m2/d と低い値を示した。基礎生産量に対する割
合は１月に 14％と最も高く、次いで 8月（ 6％）、2002
年 6月（ 3％）となり、他の航海では 1％以下の貢献
に留まった。Metridia spp.日周鉛直移動による年間総輸
送量は 3.26 gC/m2 と見積もられ、項目別には、M. 
pacifica の呼吸(57 %)、死亡(26%)、M. okhotensisの呼
吸(12 %)、死亡(5%)の順で重要であった。Metridia属の
日周鉛直移動による 150m 以深への炭素輸送量は上述
した糞粒による輸送量に匹敵し、また Neocalanus spp.
の個体発生的鉛直移動によって深層に輸送される炭素

量(5gC : Kobari et al. 2003)の 6割以上に相当する。とく
に Metridia 属カイアシ類の日周鉛直移動による物質輸
送は、糞粒や植物プランクトン自身の沈降による鉛直フ

ラックス量が低下する夏季から冬季に高いため、生物

ポンプが年間を通じて効率よく駆動する上で、重要な

役割を果たしていると考えられる。



橈脚類の季節的鉛直移動による物質輸送 
○津田敦（東大海洋研）、齊藤宏明（東北水研）、小針統（鹿児島大） 

   
キーワード：亜寒帯太平洋、カイアシ類、鉛直移動、生物ポンプ 

【緒】北太平洋亜寒帯域は供給される栄養塩に比べ鉄

の供給量が少なく、クロロフィルが夏季においてもほ

とんど増加しない HNLC 海域の一つとなっている。こ

のように植物プランクトン現存量の季節性は希薄で

あるが、表層における動物プランクトン現存量の季節

性は顕著であり、夏季におけるメソ動物プランクトン

現存量の高い海域である。この顕著な季節性と高い生

物量に大きく寄与しているのがカイアシ Neocalanus 

3種とEucalanus1種である。これら4種カイアシ類は、

冬季から夏季にかけて、表層で一次生産を消費し成長

し、春季から夏季にかけて下層（200-1000m 以深）に

移動する。すなわち表層で生産された有機物を下層に

輸送する生物ポンプとして機能している。 

 カイアシ類の季節的鉛直移動に起因する鉛直輸送

の重要な点は１）今までに定量化されていない輸送で

あったこと、２）一般的な鉛直輸送にともなう生化学

的な変質を受けない有機物輸送であることが挙げら

れる。本研究では、4種カイアシ類の生活史を解明し、

これらカイアシ類の季節的鉛直移動によって輸送さ

れる炭素量を見積もったので報告する。  

【4 種カイアシ類の生活史】親潮域で生活史を解明し

た結果、寿命は Eucalanus bungii(EB)の一部と Neocalanus 

flemingeri(NF)で 2 年だが、他は 1 年である。越冬ステージ

は N. cristatus(NC)と N. plumchrus (NP)で C5、NF では C6femal

および一部海域（日本海とオホーツク海）では C4 でも越冬

し、基本的には最も大型の成長段階で越冬する。これは EB

で示されたように大型個体の方が越冬中の死亡率が低いこ

とが関与していると考えられる。これに対して EB は唯一複

数の越冬ステージを持つのが特色である。 

 体サイ

ズ 

寿命（年） 越冬ステー

ジ 

越冬深度

NC 大 １ C5 >1000 

NP 中 １ C5 >1000 

NF-small 小 １ C6f 500-1000

NF-large 中 ２ C4 & C6f 500-1000

EB 大 1 or 2 C3-C6f 200-500

文献によると NC と EB は混合層下部で、NP と NF は混合層上

部で摂餌するとされている。期間は NF と NP が春季ブルーミ

ング終期（5月中旬）を境に棲み分けているが、EB の摂餌開

始は他海域より2ヶ月早く、NCの摂餌期間と重なっている。

成長速度は NP で速く、他で遅い。これは生息水温が影響し

ている可能性が大きい。 

 成長期(月) 成長速度 摂餌深度 

NC 1-7 遅い 混合層下部 

NP 5-8 速い 混合層上部 

NF-small 2-5 遅い 混合層上部 

NF-large 4-6 ？ ？ 

EB 4-7 遅い 混合層下部 

以上のように、1-8 月にこれらカイアシ類は表層で摂

餌、成長し有機物（特に脂肪）を蓄積して下層に 5-8

月に移動する。下層に移動したカイアシ類はそこで呼

吸と捕食により減耗し、減耗分が有機物の輸送量とな

る。 

【鉛直輸送の見積もり】季節的鉛直移動による有機物

輸送の見積もりは越冬開始時の現存量および報告値

の死亡速度と呼吸速度から求めた。さらに表層におけ

る現存量と成長速度から摂餌量をもとめ、糞粒による

鉛直輸送も別途見積もった。その結果、親潮域では

200m水深を通過する輸送量は 7.7 gC m-2y-1, 1000mを

通過する輸送量は 5.0 gC m-2y-1と見積もられた。1000m

における輸送量はセディメントトラップで観測され

た沈降粒子によるフラックスとほぼ同等の寄与とな

った。すなわち今まで見過ごされてきた有機物フラッ

クスとして、4種カイアシ類の季節的鉛直移動は地球

化学的にも有意な炭素量を海洋内部に送り込んでい

ることが解明された。この親潮における見積もりを夏

季表層の動物プランクトン現存量を基準として北緯

40-60度の北太平洋全体に拡張すると1.63x1014 gC y-1

が輸送されていると見積もられる。 

 



中深層における細菌群集の動態 
 

○福田秀樹 1・宗林留美 2・永田俊 3・小池勲夫 1・ 
1東大海洋研 2静岡大理 3京大生態研 

 
はじめにはじめにはじめにはじめに 
細胞内や組織間の物質輸送をはじめとする生体の

様々な現象に対して、冪乗関数で近似される関係が

数多く報告されている（West and Brown 2005）。その
中でも個体の体重（M）と個体の代謝速度（B）との
間に見られる冪乗則、 

 4
3

MB ∝    （1） 

は単細胞の生物からゾウなどの巨大な体を持つ多細

胞生物まで、個体の重量の変動幅で実に 20桁以上の
範囲に対して当てはめられることが知られている。

この普遍的な関係は個体内での資源の輸送系に対す

る自然選択の結果ではないかと考えられている

（Banavar et al. 1999; West et al. 1999）。 
 食物連鎖における各栄養段階の間の物質の流れも

ひとつの資源の輸送経路として捉えることができる。

今、１）生産者、２）一次消費者、３）二次消費者

の三者からなる食物連鎖を考えた場合、空間内に拡

散している生産者は一旦、一次消費者に集積され、

二次消費者は一次消費者に出会い一次消費者という

形で生産者の生産物を得ることが出来る。都市計画

の分野では、都市における公共施設の密度（P）と
人口密度（D）の最適な関係が長い間にわたって議
論されており、利用者の移動のコストと利用者が払

う施設の維持コストの両者の合計を最小にする関係

として 

 3
2

DP ∝    （2） 

という冪乗が提唱されており、実際の施設の分布と

利用者の人口密度の関係がこの関係に沿っているか

が検討されている（Stephan 1977; 鈴木 1999）。 
 上述の関係を三次元空間の溶存有機物を起点とす

る細菌－鞭毛虫の微生物食物連鎖に拡張した場合、

（2）式中の指数は次元の増加に伴い 2/3から 3/4に
なり、施設密度（P）に相当する細菌群集の密度は、
人口密度（D）に相当する細菌の基質および鞭毛虫
の密度の 3/4 乗で増加する状態が最適ということに

なる。本発表では亜寒帯域太平洋およびベーリング

海の水柱全体における基質―細菌―鞭毛虫の三者の

密度の関係を検討した結果を紹介する。 
 
細菌密度細菌密度細菌密度細菌密度とととと鞭毛虫類密度鞭毛虫類密度鞭毛虫類密度鞭毛虫類密度のののの関係関係関係関係 
細菌および鞭毛虫類の密度は深度の増加と共に減

少する傾向が見られたが、深度の増加に伴う各変数

の減少の程度は細菌数よりも鞭毛虫類数の方が大き

く、細菌：鞭毛虫の細胞比は深度の増加と共に増加

した。図 1は細菌―鞭毛虫の両者の密度の関係を表
している。回帰直線の傾きは 0.717（95％信頼区間：
0.636 ～0.807）とほぼ 3/4 であり、この値は細菌―
鞭毛虫間の物質輸送過程において鞭毛虫の遊泳や細

菌の維持呼吸によるエネルギーのロスが最小に抑え、

水柱内の溶存有機物が鞭毛虫以上の栄養段階に効率

的に伝達されている可能性を示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 北太平洋における細菌密度と鞭毛虫密度の関
係。 
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西部北太平洋における魚類マイクロネクトンの生物量、鉛直分布 

および摂餌生態 
○杉崎宏哉（東北水研）・杢雅利（水大校）・内川和久・岡本誠・岡崎雄二（東北水研） 

キーワード：魚類マイクロネクトン・鉛直分布・生物量・食性・季節変動

【はじめに】 
海洋では生産者のいない深層でもきわめて多くの生物が生息し、

再生産を行っている。これらの生物を支える有機物量は、表層

からの物理的な沈降や流れに伴う輸送によるものだけでは圧倒

的に足りないと考えられている。そのため、鉛直移動を行う生

物間の被食-捕食関係により深層まで輸送されていることが指摘

されているが、これまでそれを実証した知見はきわめて少ない。

中でも多少の遊泳力があり、一般的な動物プランクトンより大

型になる中深層性魚類、頭足類、甲殻類などで構成されるマイ

クロネクトンと呼ばれる動物群は、その多くの種が顕著な鉛直

移動を行い、また生物量が多いことからこのような物質輸送に

大きく貢献していると考えられている。しかし、外洋での調査

そのものが限られていることに加え、マイクロネクトンを定量

的に深層まで各層採集できる採集器具がほとんどなかったため

これまでの知見は極めて少ない。 
 近年、MOCNESS（環境センサー付き多段階式プランクトン

ネット）や MOHT（2.2x2.2m 方形網口ディプレッサー付き中

層トロール）など、マイクロネクトンの採集に適した採集具が

開発され、ハダカイワシ・オキアミ・頭足類などのマイクロネ

クトンの定量採集が可能となりつつある。表層の低次生産が被

食-捕食過程を通じて高次生産へ移行し、非生産層に生息する生

物へ利用されることにより表層生産の深層生産への輸送機構を

明らかにするために、これらの器具を用いて親潮域及び親潮-黒
潮移行域をまたぐ定線において季節ごとに採集調査を行った。 

今回はこの調査結果より明らかになった魚類マイクロネクトン

生物量の季節別、海域別の鉛直分布およびその食性を報告する。  
【材料と方法】 
 水産総合研究センター東北区水産研究所若鷹丸航海において

2003年５月以降厚岸沖定線Aライン上の５定点（北緯38度-42
度、東経145度-147度15分）で、4m2MOCNESSを用いて深

度1500mまで８層の傾斜曳網を昼夜行い、マイクロネクトンを

採集した。採集したマイクロネクトンは直ちに 10%ホルマリン

で固定し、研究室に持ち帰りソーティングした。魚類、甲殻類、

頭足類は種ごとに分類し、個体数の計数、生物量（湿重量）の

計量を行い、海域・季節・深度ごとに密度と生物量を見積もっ

た。また、主要魚種について個体ごとに体長、体重を計量した

後、解剖して消化管内容物を検鏡し、餌料生物を特定し、餌料

ごとの内容物重量を測定することにより、海域・季節・深度ご

との食性の変化を解析した。 
【結果と考察】 
 １．魚類マイクロネクトンの分布 

 
 MOCNESS により採集された魚類マイクロネクトンの深度

0-1500の平均密度は昼夜・各季節を通じて親潮域で5-10inds・
m-2、移行域で15-20inds・m-2であったが、生物量では親潮域・

移行域とも7-13gWW・m-2で、両海域は同等か親潮域でやや高

かった（表）。また魚類マイクロネクトン生物量のうち 50-80%
がハダカイワシ科魚類であり、ハダカイワシ科魚類が中深層の

マイクロネクトンによる物質輸送に貢献する割合が高いと考え

られる。魚種により分布海域に相違が見られるが、トドハダカ

（ Diaphus theta ） と セ ッ キ ハ ダ カ （ Stenobrachius 
leucopsarus）は両海域で優占種であり、トドハダカが顕著な日

周鉛直移動を行っているのに対し、セッキハダカでは昼夜とも

主に500m以深に生息していることが確認された。 
表．季節・海域・昼夜別の魚類マイクロネクトンの生物量(gWWm-2；深度0-1500m)  

avg. SD avg. SD avg. SD avg. SD
Oyashio-Day 13.6 5.6 10.2 2.4 12.4 3.6 10.3 5.2
Oyashio-Night 10.8 4.8 11.9 1.0 14.0 3.1 12.3 2.8
Transition-Day 7.5 1.6 7.1 3.9 10.4 6.2 8.9 4.5
Transition-Night 10.3 3.5 11.6 5.6 11.2 4.2 10.5 4.0

Spring Summer Autumn Winter

 
２．魚類マイクロネクトンの食性 
 親潮域及び移行域の両海域で優占する夜間浮上性ハダカイワ

シ科魚類（トドハダカ、コヒレハダカ、ナガハダカ、ゴコウハ

ダカ）の食性を解析した結果、親潮域では夏期から春期にかけ

て、移行域では春期に摂餌活性が高いことが明らかになった

（図）。消化管内容物は、Neocalanus、Metridia などカイアシ

類が高い量を示すが、夏期から秋期の親潮域のトドハダカはオ

キアミ類を主要な餌料としていた。 

 
図. モクネスで採集された夜間浮上性主要ハダカイワシ科魚類の食性と

トドハダカとゴコウハダカの季節・海域ごとの主要餌料 



西部北太平洋におけるマイクロネクトンいか類の分布と食性 
○内川和久（東北水研）・土屋光太郎（海洋大）・杉崎宏哉（東北水研） 

キーワード：マイクロネクトン・イカ類・分布・食性・西部北太平洋

【はじめに】 
中深層生態系において頭足類は高次生産者として位置づけら

れるとともに、その鉛直移動に伴う物質輸送の担い手としても

重要なグループと考えられる。西部北太平洋外洋域からはおよ

そ70種のイカ類が知られており、特に複雑な海洋構造を示す黒

潮親潮混合域表中層においては高い多様性とともに大きな生物

量が存在すると考えられている。イカ類は遊泳力が高く、水平・

鉛直的に広範囲に移動する能力があることから、被食－捕食に

伴う外洋域の物質輸送に多大な貢献をしていると予測される。

しかし、これまで外洋域のイカ類の定量採集、鉛直分布、食性

などを行った研究はきわめて少ない。今回は西部北太平洋域に

おける様々な調査航海により採集されたイカ類を精査し、この

海域に生息するマイクロネクトンいか類の分布を定量的に把握

した結果とともに、これまでほとんど報告のないマイクロネク

トンいか類の食性について報告する。 
【材料と方法】 
 2003年５月以降、毎季おこなっている水産総合研究センター

東北区水産研究所若鷹丸航海において厚岸沖定線 A ライン上の

５定点（北緯 38 度-42 度、東経 145 度-147 度 15 分）で、

4m2MOCNESSを用いて深度1500mまで８層の昼夜傾斜曳網、

MOHTを用いて夜間300m以浅の傾斜曳網を行い、マイクロネ

クトンを採集した。標本は研究室に持ち帰りイカ類を選別し、

個体数を計数し、種ごとに湿重量、外套背長（ML）を計測した。

またホタルイカについては、消化管（食道、胃、盲嚢および腸

管）を取り出し、内容物の分析を行った。餌生物は種ごとに計

数・計重し、カイアシ類については上顎咀嚼歯の幅を計測した。 
ホタルイカの水平分布については、水産総合センター北海道

区水産研究所による2000年5月但州丸航海でおこなわれた黒潮

親潮移行域（北緯36度-40度、東経140度-165度）における表

中層トロールのデータを用いた。採集されたホタルイカは、サ

イズクラスごとに分布個体数密度と水温，密度との対応を比較

した。 
【結果と考察】 
１．マイクロネクトンいか類の分布 
 本調査のおこなわれた A ラインからは MOCNESS および

MOHT による曳網により少なくとも 10 種以上のイカ類が採集

された（表）。主要種はクロシオテカギイカ、キタノスカシイカ、

タコイカおよびホタルイカの４種であった。出現した種のすべ

ては親潮水系および移行域系のイカ類であり、黒潮系暖水から

の分散による種は認められなかった。一部の種では、夜間に中

層から表層域への日周鉛直移動を認めることができた。採集さ

れた個体は 15mmML以下が主要であり、採集個体数のピーク

は昼夜それぞれ200-100m、100-50mと変化が見られた。一方、 

 
主要群であるテカギイカ類は、全水柱に分布が認められる傾向

があり、成体が採集されていないため明瞭な結果を示すことは

困難であるが、顕著な日周鉛直移動を行わないものの、成長に

伴い個体発生的な下降を行うものと推察された。キタノスカシ

イカGalitetuthis gracialisにおいても同様な個体発生的下降の

傾向がみられ、100mmML を越える個体は 1000m 以深のみか

ら採集されている。これはRoper and Young (1975) が南カリフ

ォルニア沖海域から報告しているGaliteuthis phyllura の鉛直

分布パターンと概ね一致する。一方、特に単一種として生物量

の高いと考えられるホタルイカの夜間表層における水平分布を

見ると、成長に伴い受動的な輸送から能動的な環境勾配に対す

る移動、集積をおこなっていることが確認された。 
表 Aラインにおける出現種リスト 

ホタルイカモドキ科　　Enoploteuthidae ムチイカ科　　Mastigoteuthidae
ホタルイカ Watasenia scintillans ムチイカ属 Mastigoteuthis  sp.

テカギイカ科　　Gonatidae サメハダホウズキイカ科　　Cranchidae
クロシオテカギイカ Gonatus onyx キタノスカシイカ Galiteuthis phyllura
ニセドスイカ Eogonatus tinro Helicocranchia  sp.
タコイカ Gonatopsis borealis Teuthowenia sp.
ヒメドスイカ Berryteuthis anonychus

アカイカ科　　Ommastrephidae
スルメイカ Todarodes pacificus

２．ホタルイカの食性 
 生物量で優占するホタルイカの食性を分析した。消化管から

は、カイアシ類、端脚類およびオキアミ類などが出現したが、

カイアシ類が個体数および湿重量で最も高い割合を占めた（図）。

カイアシ類のなかでは、Metridia pacifica などのメトリディア

科が最も数多く出現した。また、消化管内におけるカイアシ類

の上顎咀嚼歯サイズは、大型のホタルイカほど大きい傾向があ

ることから、本種は、成長に伴い、より大きな餌生物を捕食す

るものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アエティデウス科

ユウキータ科

メトリディア科
その他のカイアシ類

端脚類

その他

 
 
図 ホタルイカの消化管から出現した餌生物の個体数組成（%） 



表層と中層の魚類群集の相互関係 
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【はじめに】 ハダカイワシ類をはじめとする中深層性魚

類は世界各地の外洋域で優占している。これらは黒潮続

流域から黒潮親潮移行域においても多量に分布しており、

小型浮魚類仔稚魚と餌料を競合する生物として重要とな

る可能性が指摘されてきた。本研究では同時に採集した

小型浮魚類仔魚・稚幼魚と中深層性魚類との食性を比

較することで、両者の食性や餌料サイズの相違を明らか

にした。 

【試料と方法】 消化管内容物の解析に供した試料は、①

蒼鷹丸（中央水研、892 t）により 2001 年 5 月に黒潮続流

域で 24 時間にわたりフレームトロール（MOHT、網口面積

5 m2、目合 1.6 mm四方）で採集された仔稚魚のうち優占

した 10 種/ステージ（カタクチイワシ仔魚、ヤベウキエソ仔

魚、アラハダカ仔魚、クロシオハダカ仔魚、ヒロハダカ仔

魚、フウライカマス仔稚魚、ヤベウキエソ稚魚、アラハダ

カ稚幼魚、クロシオハダカ稚魚、ゴコウハダカ稚幼魚）、

②蒼鷹丸により 2002 年 6 月に東北沖暖水塊縁辺で①と

同様の漁具・方法で採集されたカタクチイワシ稚魚および

中深層性魚類の稚魚・成魚 6 種、③北鳳丸（北海道教育

庁、664 t）により 2002 年 5 月に東経 155-160 度の黒潮系

暖水域において夜間に表中層トロールで採集された浮魚

類 4 種の稚幼魚と中深層性魚類稚魚・成魚 7 種（ナガハ

ダカ、ゴコウハダカ、アラハダカ、シロハナハダカ、ススキ

ハダカ、イサリビハダカ、オオクチイワシ）の 3 シリーズで

ある。出現した内容物毎に体長、体幅等適切な部位を計

測することにより体積を推定し、内容物組成を体積比で

表した。また①および②では魚種毎に上顎長、口幅、咽

頭径、食道径を計測し、消化管内容物幅と比較した。 

【結果と考察】 黒潮続流域で採集されたカタクチイワシ

仔魚は Paracalanus 属、東北沖暖水塊縁辺で採集された

カタクチイワシ稚魚は Neocalanus 属、Eucalanus 属、

Paracalanus 属、Oncaea 属のカイアシ類をそれぞれ主要

な餌料としていた。黒潮系暖水域で採集された浮魚類稚

幼魚は、マイワシでは Paracalanus 属、カタクチイワシで

は Corycaeus 属、サバ類では Neocalanus 属をそれぞれ

主要な餌料としていた。中深層性魚類の食性は種により

様々であり、同種であっても仔魚と稚幼魚とでは大きく異

なり、また稚魚から成魚へと成長することでも変化した。

ほとんどの中深層性魚類の食性はカタクチイワシの仔

魚・稚幼魚、マイワシ稚幼魚およびサバ類稚幼魚とは異

なっていたが、ヤベウキエソ仔魚の食性はカタクチイワシ

仔魚と酷似していた。一方、フウライカマスは仔魚期から

魚食性が強くカタクチイワシ仔魚を主たる餌料としており、

捕食者として重要となると考えられた。 

 各種仔稚魚の餌料生物の体幅組成は、ヤベウキエソ

仔魚を除きほとんどの種類においてカタクチイワシ仔魚

および稚魚よりも大型の方に偏っていた。各種仔稚魚の

消化管から出現した堅い外骨格のある内容物（大部分の

カイアシ類、オキアミ類、介形類、端脚類等）の体幅は咽

頭径より小さいものがほとんどであったが、カイアシ類の

サフィリナ科、サルパ・ウミタル類、尾虫類、仔稚魚のよう

に外形が変形しやすい餌料では、咽頭径より大きく口幅

より小さい体幅を持つものも数多く内容物から出現した。 

体長と咽頭径および口幅の関係を種間で比較すると、

カタクチイワシ仔稚魚やヤベウキエソ仔魚は他の同サイ

ズ（同体長）の仔稚魚よりも明らかに小さい咽頭径および

口幅を持っており、餌料生物が通過する器官のサイズの

違いは餌料サイズの違いを説明する要因の一つであろう

と考えられた。 

 黒潮続流域から黒潮親潮移行域において出現する

ほとんどの中深層性魚類の食性は小型浮魚類の仔魚・

稚幼魚と異なっていた。従って中深層異性魚類は、外洋

生態系において浮魚類の競合生物というよりも、浮魚類

に利用されにくい餌料を利用することで浮魚類とは別の

経路で高次捕食者に二次生産を繋げる生物群としての

役割が重要であると考えられた。 
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中心層性魚類マイクロネクトンは音響散乱層の代表的

な構成生物であり、日周鉛直移動を介し、表層－中深層

間の栄養循環において重要な役割を果たす。これらの水

平的、鉛直的な分布構造を定量的にモニタリングする方

法として、計量魚群探知機を用いた音響学的手法の適用

が期待されている(安間, 2004)。本発表では、代表的な魚

類マイクロネクトンであるハダカイワシ科魚類を対象とし、

単体魚の音響反射強度(ターゲットストレングス、以下 TS)

の特性 を利用した、現場データの解析例を示す。 

2002 年および 2003 年に、黒潮親潮移行域からベーリ

ング海南部に至る複数の海域において、計量魚群探知

機による音響データ（38kHz および 120kHz）の収集と、

MOCNESS および中層トロールによる生物サンプリングを

行った。音響散乱層はほぼ全ての海域で確認された。ま

た、散乱層の生物サンプルにおいては、ハダカイワシ科

魚類が最も優占していた。 

 これらのサンプルを用い、軟Ｘ線照射により、音響反射

の主要要因となる鰾の形状を観察した(Yasuma et. al., 

2003)。また、鰾形状を基に、理論反射モデルを用いて

38kHz と 120kHz における TS 値の推定を行った。軟 X 線

観察の結果、調査海域における主要魚種は、トドハダカ

やマメハダカなど、鰾内に気泡を有する有鰾魚と、コヒレ

ハダカ、セッキハダカなど、気泡を持たない無鰾魚とに分

けられた。理論モデルによるTS推定の結果、有鰾魚では、

38kHz の TS 値が 120kHz に比べ 0-3ｄB 高くなることが判

明した。一方、無鰾魚では、大型個体（＞体長 8cm）にお

いて、38kHz と 120kHz はほぼ同じ TS 値を示したのに対し、

小型個体（＜８cm）においては、38kHz の TS 値が 120kHz

に比べ低くなることが判明した。また、両周波数の差は、

オキアミ類やカイアシ類等他の主要な音響散乱層構成生

物に比べて小さいことが示された。 

 本研究で得たハダカイワシ科魚類の TS 値および TS の

周波数特性を基に、現場音響データを用いて魚群抽出、

および魚群密度の推定を行った。日中において、音響散

乱層の多くは 120kHz の探知範囲外である 200m 以深に

出現した。しかし、いくつかの魚種においては(例；コヒレ

ハダカ、トドハダカ等)、単独魚種で構成される比較的濃

密な魚群が確認され、38kHz のみで魚群判別を行う事が

可能であった(Fig.1)。一方、夜間においては、散乱層は比

較的浅い深度層へ上昇した。夜間の散乱層は鉛直的に

分散し、ハダカイワシ科魚類と他の構成生物の音響反応

が混合していたが、TS の周波数特性を用いる事により、

ハダカイワシ科魚類とオキアミ類等動物プランクトンの音

響反応を分離する事ができた。本研究で音響学的手法に

より推定したハダカイワシ科魚類の魚群密度は、トロール

等のサンプリングギアを用いた推定密度に比べ数倍から

数十倍高い値を示していた。 

 ハダカイワシ科魚類は、魚種または生活段階の違いに

より鰾形状、すなわち音響反射特性が大きく異なる。鰾形

状と TS に関する情報をより多く蓄積する事で、さらに正

確な魚群抽出およびバイオマス推定が可能になると考え

られた。 
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Fig.1 ベーリング海南部におけるコヒレハダカの魚群反応 



東北海域における底層魚類の現存量と摂餌量、特に表層由来生物への依存について 

 

○成松庸二 ・服部 努 ・伊藤正木 ・松坂 洋 ・菊谷尚久 （青森水研セ） １ １ １ ２ ２

（ .東北水研八戸, .青森水研セ） １ ２

キーワード：底層魚類、東北海域、現存量、食性、摂餌量推定 

 

 東北海域の陸棚斜面上、中部域には、基礎生産がな

いにもかかわらず底生生物が高密度で生息する。これ

ら底生生物資源のうち、いくつかの優占魚種について

はその食性と瞬間的な摂餌量に関する報告があり、主

に鉛直移動などをする表層由来の生物が餌として重要

であることが示されている。しかし底生生物の優占種は

多種にわたることから、主要餌生物の定量的な消費量

については明らかになっていない。本報告では東北海

域における底生性の優占種について、春季と秋季の現

存量を求めた後、餌生物組成や日間摂餌量を推定し、

主要餌生物の消費量を調べることを目的とした。 

 

材料と方法 

（１）東北海域の水深 150-800m で 1997-2003 年 10 月

および 2002-03 年４月に着底トロール調査を行い、漁

獲された生物について種別に重量を測定した。たら類

は年齢別に、ズワイガニ類は雌雄別に測定した。調査

点毎に掃海面積を求め、漁獲量が多かった 20 種と産

業的に重要な 11 種（魚類 26 種、頭足類３種、甲殻類２

種）について密度を算定した。次に金華山以北を北部、

金華山以南を南部として南北別、水深帯別(100m 間

隔)に海底面積を求め、先に求めた密度に乗じて現存

量を求めた。また、調査点の底水温データを元に漁獲

量で重み付けした平均底水温(WMT)を算出した。なお、

採集効率は 0.256 とし、ズワイガニ類、キチジでは 0.3、

たら類では年齢別に設定した(0.15-0.55)。 
（２）対象とした 31 種について過去の知見などを整理し、

春季と秋季の食性を明らかにするとともに日間摂餌率

を求めた。日間摂餌率は胃内容物重量指数(SCI)、
WMT および（３）で求める飼育実験の結果を代用し、

既知の式(DR(%)=SCI×消化速度(k)×24)から求めた。

さらに日数を乗じて、半年間の摂餌量を推定した。 
（３）マダラ０歳魚を５、８、11℃に保った水槽で７日間無

給餌で飼育し、飽食量のツノナシオキアミを給餌してか

ら 17-48 時間後に採集し、胃内容物重量を調べた。そ

の結果を元に水温と消化速度との関係を求めた。 

結果 
（１）10 月調査では７年間で魚類 543 種、頭足類 74
種および甲殻類 38 種、４月調査では２年間で魚類

223 種、頭足類 29 種および甲殻類 43 種が出現した。

対象とした 31 種の漁獲量は全体の 77.9-91.0%を占

めていた。合計資源量は４月北部で平均 5.3 万トン、

４月南部で 14.3 万トン、10 月北部で 13.0 万トン、10
月南部で 23.2 万トンと推定された。春秋、海域毎に

数種が特に優占していた。 
（２）過去の文献などから、対象 31 種の食性はネクト

ン食（魚類、頭足類、エビ類）、動物プランクトン食（オ

キアミ類、カイアシ類、その他）およびベントス食に分

けられ、春季には魚類、頭足類、エビ類およびオキア

ミ類の順で、秋季には魚類、エビ類、ベントスおよび

頭足類の順に多く食べられる傾向があった。日間摂

餌率(DR(%))は魚類 12 種では報告がなかったため、

（３）の結果を適用した。 
（３）胃内容物は５℃では摂餌から 48 時間で、８℃お

よび 11℃では摂餌から 36-40 時間程度で消化してい

た。５℃、８℃および 11℃の消化速度はそれぞれ

0.065、0.082 および 0.103(h-1)で、水温(t)と消化速

度(k)の関係は以下の式で示された。 
k=0.0063t+0.0325 
この関係式と SCI、WMT をもとに既知の式から

DR を求め、さらに半年間の摂餌量を求めた。 
その結果、東北海域の陸棚上から陸棚斜面の底

層域では、平均で春季に北部で 11.4 万トン、南部で

34.3 万トン、秋季に北部で 26.3 万トン、南部で 59.1
万トンの餌生物が消費されていたと推定された。その

うち表層由来の餌生物は春季には 85.3%、秋季には

86.2%を占めていたことから、東北海域の底層域で

はさまざまなタイプの生物が餌として利用されている

ものの、優占種が表層由来の生物を主要な餌として

いるためにそれらの占める割合が高いことが明らか

になった。

 



　　　　　

【はじめに】クラゲ類やサルパ・ウミタル類などの
ゼラチン質プランクトンは動物プランクトン捕食者
として，また，魚類卵稚仔魚の捕食者，餌をめぐる
競合者として重要な位置を占める。中深層生態系の
マクロ動物プランクトン群集組成に占める割合が多
いことも明らかになってきており，表層だけでなく
中深層生態系においても注目すべき存在である。し
かし，小型で脆弱なゼラチン質プランクトンは従来
のネット採集では物理的な破損等により現存量把握
が難しい。日本近海では，潜水艇や水中カメラによ
る観測でクラゲ類，クシクラゲ類のスポット的な分
布情報や新種が報告されているが，現存量や鉛直分
布構造に関する報告はほとんどない。 Video 
Plankton Recorder（VPR）（Davis et al. 1996）は
画像としてプランクトンを記録するため，クラゲ類
など脆弱なプランクトンの現存量把握に有効と考え
られる。しかし，中深層を対象にVPRを用いてゼラ
チン質プランクトンの研究を行った例はない。
　本研究では，VPRによるゼラチン質プランクトン，
特にクラゲ類，クシクラゲ類を対象とした観測と画
像取得に必要な条件を示し，従来のネット採集結果
との違いを明らかにするとともに，親潮域，移行域
の中層以浅に分布するクラゲ類，クシクラゲ類の現
存量および鉛直分布構造について報告する。

【方 法】室内実験により VPRの画像記録に最適な
条件を検討するとともに，2003年7月21～25日お
よび 2004 年6月28 日～7月1日に東北沖合海域の
5測点（親潮域3測点，移行域2測点）で俊鷹丸に
よる観測を行った。VPR観測は500m以浅を対象に
計10回実施した。各測点では1m2 モックネスおよ
び閉鎖型ノルパックネット（網目幅0.35mm）を曳
網し， 0-100, 100-200, 200-250, 250-300, 300- 
350, 350-400, 400-450, 450-500mから動物プラン
クトン試料を採集した。観測は全て昼間に行った。
VPR のカメラ視野は 44×43mm，解像度は約

0.04mm/pixelで，毎秒25フレームで画像を記録す
ると同時に，VPRに搭載したCTDで物理データも
取得した。VPR画像は目視により動物プランクトン
分類群毎に分け，自動計測ソフトウェアを用いて主
要部位のサイズを計測した。本研究ではカメラ解像
度の関係から2～10mmの動物プランクトンを対象
とした。サイズから現存量（炭素量）への換算はカ
イアシ類についてはUye（1982），クラゲ類，クシ
クラゲ類についてはBailey et al.（1995）を用いた。

【結果と考察】ネット採集時に破損が無いと考えら
れたカイアシ類の個体数密度では，VPRとネットと
の間に有意な相関が得られた。一方，VPRでは視野
の関係から大半が10mm以下の個体であったにもか
かわらず、ヒドロクラゲ類の個体数密度は常にVPR
で高かった。クシクラゲ類もネットではほとんど採
集されなかった。しかし，管クラゲ類はVPRがネッ
トに較べて過小評価の傾向があった。クラゲ類，ク
シクラゲ類の現存量を従来のネット採集結果と比較
した場合，ネットに較べて VPR では平均 14.5 倍
（n=40）高い現存量を示し，ネットの結果が過小評
価となっていたことが改めて示された。
　VPRで記録された 2mm以上のカイアシ類の現存
量に対するヒドロクラゲ類，クシクラゲ類の現存量
の割合を，NPIWの指標とされる塩分極小をはさん
だσθ=26.6となる深度から500m深までの層（中層）
と，それ以浅の層（表層）で比較した。その結果，
親潮域，移行域のいずれの海域でも中層ではカイア
シ類に対する割合は0.3%（n=10）であったが，表
層では親潮域が0.6%，移行域で1.1%と高かった。
ヒドロクラゲ類は表層より中層で現存量が多かった
が，クシクラゲ類はほぼ半数の観測で表層が多く，
それを反映した結果と考えられた。これらは10mm
以上の大型のヒドロクラゲ類と管クラゲ類を含まな
い値であり，実際のカイアシ類に対するクラゲ類、
クシクラゲ類の割合はさらに高いと考えられた。

 Video Plankton Recorder（VPR）による
ゼラチン質プランクトン現存量の把握

 ○市川忠史（中央水研）・瀬川恭平（遠洋水研）
キーワード：VPR・ゼラチン質プランクトン・現存量・鉛直分布



次世代衛星ブロードバンド通信を用いた陸船間データ共有システムの開発 
○伊藤進一・大関芳沖 

 （東北水研）（中央水研） 
キーワード： 衛星通信・データ共有・観測船・モニタリング 

 
はじめに 
 近年，調査船のハイテク化が進み，船内イン

トラネットが新造される調査船に配備されるよ

うになった．船内イントラネットの普及に伴い，

船内では，CTD，超音波流速計，計量魚探，表

層環境モニタリングシステムなどの複数の測器

データを船内データサーバーにデータベース化

して蓄積することができるようになった．しか

し，その一方で，陸船間の通信速度は，データ

パケット通信でさえも陸から船で 64Kbps，船か

ら陸で 4.8Kbps とナローバンドのままである。こ

のような状況の中，宇宙航空研究開発機構では，

i-space プロジェクトとして，実験衛星 ETS-VIII
衛星を用いて 1.5Mbps の衛星ブロードバンド通

信実験を行うことを計画している．また，その

後運用衛星として WINDS を打ち上げ，155Mbps
の衛星ブロードバンド通信を可能にしようとし

ている．この計画が実行されれば，現在船内イ

ントラネット内に限定されている各種観測情報

を，陸船間もしくは船舶間で共有することが可

能になり，今まで不可能であったことが実現で

きる．例えば，複数の調査船で得られたデータ

をリアルタイムで陸上の研究施設に転送し，調

査に参加できない研究者や他の調査船の乗船研

究者が，直接データを共有しながら観測方針を

変更したりできるようになる．さらには，計量

魚探など高度な専門知識が必要な機器について

は，陸上の専門家がデータを見ながらリモート

操作することも可能となる。このように，衛星

ブロードバンド通信は，調査の効率化・高度化

に大きく寄与する可能性をもつ． 
 このため，農林水産技術会議「海洋生物資源

利用のための生態系変動モニタリングシステム

の開発」プロジェクトのもと，陸船間および船

舶間のデータ共有システムの開発を行ってきた

ので、その概要をここに報告する． 
方法 

ブロードバンド通信衛星が打ち上げられた際
に，動揺する船舶からの通信がどの程度可能か

を調べるために，船舶用アンテナの性能試験を
行った。また、現在は衛星ブロードバンド通信
を使用することができないため，運用可能な通
信費でかつ最も通信速度の早いインマルサット
HSD（High Speed Data転送装置）を若鷹丸に搭載
し，陸船間通信実験を行った．また，通信コス
トを削減するため，セキュリティー機能を高め
た無線LAN施設を設置し，停泊中は研究所の
LANに直接入れるようにLAN環境を整備した．
この整備によって，航海中は64Kbpsの，停泊中
は10Mbpsの陸船間通信が確保されている． 
船舶用アンテナ性能実験 
 Sバンド船舶用追尾アンテナの試作を行い，
JAXA所有の電波無反射施設を使用して，衛星追
尾性能・姿勢制御機能・Sバンドパラボナアンテ
ナ性能を試験した．動揺の大きな中型調査船
（400～900トン級）を想定した実験を行ったが，
試験の結果，アジマス・エレベーションとも±
6ºの範囲までは衛星追尾が可能であり，船舶の動
揺による感度低下は-3dB以内，急速な変針にも
10秒以内に補足位置まで復帰することが確認さ
れた． 
若鷹丸陸船間通信 
 インマルHSDを用いて，1)CTD観測各層データ
共有，2)TESAC通報自動転送，3)航走水温・流速
データ共有が実現されている．1)については，ホ
ームページ上で観測結果を公開している．3)につ
いては，水産総合研究センター内のイントラネ
ットで状況を共有できるようにしている．また，
1)については北光丸，3)については俊鷹丸でも運
用体制ができつつあり，船舶間のデータ共有も
進んでいる． 

より大容量の計量魚探データの陸船間共有お
よびリモート操作については，現在カイジョー
ソニックと共同でシステム開発を行っている．
このシステムの運用が可能になれば，篤意船な
どへ計量魚探装置を配備し，広域的かつ恒常的
な資源動態モニタリングが可能になる．その海
洋生物研究への貢献が期待される． 
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