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日本列島を取り囲む海洋の一区域―。
東シナ海をそう捉える人は多いだろう。
しかしこの海こそ、日本の、ひいては世界の海の
生態系を支えているといっても過言ではない。
近年ますます注目が高まる東シナ海研究で
世界をリードする長崎大学の研究内容をレポートする。

知られざる
東シナ海の魅力



写真提供 ： 長崎大学
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 「海と地球と人と」

ミセ ナ イー ン フ ォ メ ー シ ョ ン

第1回の「東シナ海の生物科学〜魅力ある生き物たち」を皮切り
に、2011年度には4回のセミナー開催を予定しています。

携し、「東シナ海海洋学水産科学教育研究コンソ
ーシアム」を形成。共同研究やシンポジウムの場
を広く設け、国際的な人材を育てたいとしている。
もちろん新設の研究科が、その軸となることは間
違いない。水産学、環境科学という学科の垣根を
越え、国籍も越えて、環境保全に向けた協調体制
をつくることは、世界的海洋研究のモデルともなる
はずだ。
　多様な魅力を持つ東シナ海に、多彩な領域から
複合的・体系的にアプローチする長崎大学。その
動向に、研究者ならずとも期待が高まる。
　以降のページでは、長崎大学の東シナ海研究を
「大気・海洋環境」「生物資源変動」「環境変動・
環境汚染」「有害生物」の4つの領域に分類し、そ
の取り組みを紹介していきたい。

ウェイ」たる黒潮にのって本州近海に運ばれ成長
する。青森県沖で獲れるマグロも、もとは東シナ
海で生まれ育ったもの。東シナ海は魚の揺りかご
として、日本の漁業を支えている。
　しかし豊かな恵みがある一方で、この海は問題
も抱えている。沿岸域に人口密集地を持っている
ため、人間の活動の影響をダイレクトに受けてし
まうのだ。
　例えば赤潮の頻発は、韓国の大規模な干潟干
拓や、中国内陸でのダム開発、化学物質による土
壌汚染などの影響が大きいといわれる。河川にの
って窒素、リンといった栄養分が海に運ばれ、富
栄養化がもたらされることになる。
　エチゼンクラゲの大発生も、海の富栄養化が関
係している。また温暖化により越冬が容易にでき
るようになったことや、餌の競合相手となる魚が
乱獲により減ってきたことなども原因として考えら
れている。
　実際、東シナ海は温暖化により1.3度、世界の
平均のおよそ2倍、海面水温の上昇が見られると
いう報告もある。「世界的にも、人為影響を強く受
け、地球環境変化の影響が強く出てしまう海域」と
は、多くの科学者が認めていることだ。
　それらを解決するには国際的な協調が欠かせ
ないが、政治的、経済的利害がからみあい、各国
の足並みをそろえるのは難しい。つまり、国際的
な環境問題の縮図も、東シナ海にはあるわけだ。
そして、この海を知り、生態系を保全することは、
沿岸の国々の生物資源を守るだけでなく、国際的
な生物多様性保全の取り組みに、良き先例を示す
ことに他ならない。

国際ネットワークを通し	 	
多方面から研究を推進

　同海域への関心が年々高まってゆく中、長崎大
学における研究にも関心が高まっているが、その
理由は、単に同大が海域に面しているからだけで
はない。環境問題を解決するために不可欠な国
際ネットワークの中核を担っているのが、長崎大
学だからだ。
　同大は早くから韓国、中国、台湾、タイといっ
た海外の大学と連携し、共同調査を行って問題
点を共有するなど、フィールド研究を牽引してき
た。経済発展も環境汚染とその弊害も現場で経
験してきた研究機関だからこそ、中核的な役割を
果たせるのだろう。海だけでなく、陸域も含め、
東シナ海を取り囲む東アジア全
体を包括的に捉えようという姿
勢も長崎大学の取り組みの特
徴で、他大学に新たな視点を
提供している。
　そして、平成23年度から新た
に大学院に「水産・環境科学総
合研究科」を設立。5年一貫制
博士課程の「海洋フィールド生
命科学専攻」、区分制博士後期
課程の「環境海洋資源学専攻」
などのコースを用意し、国際的
な研究者の育成を図る。
　さらに琉球大学、済州大学校
（韓国）、上海海洋大学（中国）、
国立台湾海洋大学（台湾）と連

回遊魚の産卵場として	 	
日本の漁業を支える東シナ海

　東シナ海をフィールドとして日々調査を続ける、
長崎大学の水産学、環境科学の研究者たちは、
一様にこの海を「国際的にも極めて重要」と強調
する。
　西は中国、北は韓国、東は日本の九州、南西諸
島に接し、南に台湾を抱く東シナ海は、世界の海
面漁獲量の、実に10％以上を占める漁業資源の
宝庫だ。
　その背景には、世界有数の広さを誇る大陸棚
と、南から流れ込む黒潮がぶつかり、潮境が発達
していることが挙げられる。潮境に魚が集まるの
は周知のことだろう。また長江のような大河の水
が大陸から流入することで、栄養分が供給される
だけでなく、ここでも淡水と海水がぶつかって潮
境が形成される。その結果、世界屈指の漁場がで
きるわけだ。
　大陸棚があり、深い海があり、干潟があり、海
流が流れているという地形・環境の多様性はま
た、生物の多様性を育んでいる。浦ごとに、湾ご
とに固有の生物種や独立した個体群が生息し、例
えば有明海だけを見ても東京湾の1.5 ～ 2倍、
約300種の魚がいるという。「どこにも負けないバ
ラエティーに富んだ海」と研究者を言わしめる魅
力があるのだ。
　さらに近年、この海が回遊魚の産卵場になって
いることが分かってきた。マグロ、カンパチ、サン
マ、イカなど、「一年中、何らかの魚が卵を産んで
いる」ほどだ。ここで孵化した稚魚は、「魚のハイ



（写真上）黄砂などの降下が東シナ海に与える影響
を調べるために、衛星データを使った包括的な気象
解析を行っている。

（写真下）海洋の物質循環を解明すべく、調査の一
環として有明海泥干潟で泥試料の採取を定期的に
実施している。

空と陸、海中から、
東シナ海の環境に迫る
海洋環境は陸域や大気の影響を強く受けている。したがって風上、
川上の人間活動からも大きなインパクトを受けることになる。
具体的に、大気由来の汚染物質がどこからどう流れてくるのか、海
中の植物プランクトンや生態系にどのような影響を及ぼしているの
か―。ダイナミックな視点から大気・海洋環境の解明が進められ
ている。

　「東シナ海はユーラシア大陸の砂漠
から来るエアロゾルの影響を、いち早く
受ける海域です」と語るのは、環境科学
部 准教授の河本和明氏だ。
　エアロゾルとは大気中の微粒子のこ
と。自然起源のものと人為起源のもの
があり、前者の代表格が、ユーラシア
大陸内部から飛来する黄砂で、後者の
代表格が工業生産に伴う硫酸塩や黒
色炭素だ。マンガンやコバルトなど、
有害物質にもなる重金属が含まれるこ
ともある。
　「エアロゾルは雲粒子の核となるの
で、増えることによって雲が厚くなると考
えられます。そうすると太陽光の反射率
が上がるので、地球温暖化を相殺でき
るのではないかという議論も浮上してい
ます。また雲の性質が変わり、雨が降り
やすくなる可能性、逆に降りにくくなる
可能性も指摘されています」（河本氏）
　今後、中国内部の工業化により、人
為起源のエアロゾルの増加が懸念され
ているが、それは天候をも変えかねない

わけだ。現在、観測例を蓄積している
段階だという。
　海面に降ったエアロゾルはどうなるの
かというと、「食物連鎖に取り込まれま
す」と、水産学部 助教の梅澤有氏が解
説する。梅澤氏は大気から降下した物
質や海洋に沈降する物質を化学分析
し、どのように循環しているのか明らか
にする研究を担っている。
　「窒素、炭素、リンなどの元素は植物
プランクトンに取り込まれ、食物連鎖を
支えています。ところが供給過剰になる
と、植物プランクトンが異常に増え赤潮
の原因にもなるのです」
　東シナ海は世界的にも環境破壊が
進んでいるといわれる。そこでどのよう
に元素が循環し、生物に影響している
かを知ることは重要な研究だ。大気由
来のみならず、河川や地下水によって
陸域から運ばれてくる物質や、深層水
に含まれる物質なども研究対象になっ
ている。
　「本来、黄砂は外洋の植物プランクト

ンにとっては大切な元素供給源なので
す」とは、水産学部 教授の武田重信氏
だ。武田氏は大気降下物中の鉄や銅な
ど微量金属に着目し、特に鉄が海洋植
物プランクトンの増殖を支えていること
を明らかにした。
　厄介者の印象の強い黄砂が植物プラ
ンクトンを増やすというのは、意外な印
象だが、「ただ、黄砂と一緒に人為起源
の汚染物質も飛来します。その汚染物
質によって、鉄の利用されやすさが変わ
る。それが植物プランクトンにどう影響
するか、培養実験で確かめている段階
です」と武田氏。
　地球規模の環境変動により、海洋環
境がどう変化するのか、予測を立てるう
えでも重要な研究といえる。
　いずれも海を知るには大気、陸域、
深層など、つながりを見る必要があると、
雄弁に物語る研究といえそうだ。
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大気・海洋環境

（写真上・下）動物に「データロガー」と呼ばれる小
型機器を装着し、温度や位置情報などを時系列で
記録することで、その生態を解明するバイオロギン
グという先進的な研究にも長崎大学は力を注いで
いる。

　東シナ海に多様な環境があることは
先に述べた通りだ。このうち大村湾に
生息するスナメリ個体群の生態を調査
しているのが、水産学部 教授の天野雅
男氏だ。
　「もともと東シナ海は豊富な種類の鯨
類が生息していました。ミンククジラの
繁殖の場であり、ナガスクジラの個体
群の分布の中心があります。ただ、捕
鯨の影響で現在、かなり減ってしまって
いる」
　早急の保全策が求められるが、実は
鯨類の生態は、いまだ不明な点が多
い。そこで天野氏は一番小さな鯨類で
あるスナメリに着目。人為的な圧力の
軽減策を講じるため、基礎調査を進め
ている。大村湾のスナメリの個体群は、
300頭程度と日本で他の個体群交流が
ないという。その特異性がどこからくる
のか、また近年数がどう変化しているの
か、現状把握に努めている。
　一方、「データロガー」という小型機
器を駆使し、動物の回遊や移動を明ら

かにするのが、環東シナ海環境資源研
究センター 准教授の河邊玲氏だ。
　カタクチイワシの捕食者の行動を解
明すべく、シイラやオオミズナギドリにデ
ータロガーを装着するなど、現場での
調査を続けている。カタクチイワシの数
が少ない年、それらの生き物は代替とし
て何を食べているのか。カタクチイワシ
は人間も食べるもの。シイラやナギドリ
の捕食行動から、漁業のあり方も見えて
くるかもしれない。
　同時にヒラメの繁殖行動の調査も進
めている。ヒラメは24時間おきに、数
十日間かけて産卵するが、ある年は
二十数回、ある年は70回など、数が変
動するという。その理由は? 消費者とし
ても興味がそそられる研究だ。
　数種を深く研究する天野氏、河邊氏
に対し、同じく水産学部 教授の山口敦
子氏は、有明海にどのような生物が生
息しているか、分布を調べている。実は
有明海だけをとっても、どのくらい多様
性が高いのか、それぞれどんな生態な

のか分かっていない。資源の保全を考
えるなら、母数となる調査は不可欠だ。
　そこで山口氏が魚類を対象に調査を
開始したところ、「アカエイやシタビラメ
など新種が次々に見つかりました。い
まだに新しい種類の魚が見つかってい
ます」。
　現在は、数十種類の魚類をターゲッ
トに、産卵場所、仔魚、成魚のときの
生息場所など、生態を追っている。同
時に諫早湾の干拓が具体的にどのよう
に影響しているのかも解明されつつある
ようだ。さらに、二枚貝を食い荒らすこ
とで嫌われているナルトビエイだが、人
間の漁業により餌を奪われたための行
動であり、固有種にもかかわらず駆除が
進められ数が激減していることなど、新
たな問題点も指摘している。
　深く広く。これらの研究が東シナ海の
実態を浮き彫りにする。
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生物資源を守るために、
生態系の実態と変化を解明
海の生き物に着目し、どのような生物がどのような生態系を成して
いるのか、その分布や行動から、環境の変化が生態系や資源量に
どのような変化を及ぼすのか、解明する研究も進められている。
地域に生息する生物の種類組成を明らかにすることは、来るべき
生物資源変動への対策の礎となるだけでなく、環境保全への新た
な切り口も提示してくれる。

生物資源変動



（写真上）2002年8月、韓国の釜山で有害渦鞭毛藻
が増殖し赤潮が発生。有害渦鞭毛藻コクロディニウ
ム・ポリクリコイデス細胞の幅はほぼ30ミクロン。

（写真下）2008年から2009年にかけて中東のオ
マーン海に発生した赤潮により、近隣で養殖されて
いたヘダイが大量死した。

　意外に思う人も多いだろうが、地球
温暖化と水質の酸性化は、ともに大き
な環境問題とされながらも、別々に研究
されてきたという。「しかし実際は並行し
て進むと考えられます。相乗影響を視
野に入れる必要があるのです」と、環東
シナ海環境資源研究センター 教授の
石松惇氏は説く。
　そのために石松氏が採用した研究方
法は、IPCC※第四次評価報告書のシ
ナリオをもとに、今世紀末の環境を想定
して作った水槽で、ウニやアミ、魚など
九州沿岸の生物を飼うというものだ。
　現在の条件下と、水温のみ2度上げ
た場合、酸性化の原因となるCO2の溶
解濃度のみを上げた場合、両方上げた
場合の4パターンで、9ヶ月間、ウニを
飼ったところ、現在の水温で飼ったグル
ープが2月に産卵したのに対し、温度の
み上げたグループは1月に産卵、あとの
２つのグループは8月まで待っても産卵
しなかったという。
　さらに、CO2と水温、両方を上げた

環境で飼育されたウニでは、卵巣内の
卵が、何と５分の１に減っていたという
研究結果もある。長期的な実験だから
こそ見えてきた、危惧すべき実態だ。
　「大型の魚は強いけれど、ウニ、エ
ビ、二枚貝などは変化に弱い。今後、
食糧を維持していくには、細かく検証す
ることも大事だが、大胆に踏み込んで、
適応策、順応策などを練らないと、間に
合わないかもしれない」。実態を最前線
で調査する石松氏は警鐘を鳴らす。
　「１＋１は２ではない。５になることもあ
るんです」と、同じく相乗影響の大きさを
指摘するのが、環東シナ海環境資源研
究センター 教授の征矢野清氏だ。征矢
野氏は、環境ホルモンがボラやハゼなど
の海洋生物の次世代生産にどう影響を
及ぼすか、実験・調査に取り組んでいる。
　「環境ホルモンに曝露された魚の卵か
らは、奇形の稚魚がかえり、種が正常に
継承されることはない」「環境ホルモンにさ
らされても魚は死なない。しかしオスの精
巣に卵ができるなど、メス化が進むから、

やはり次世代は残せない」
　一代だけに着目していては
見えてこない実態が、次世代
生産という切り口で調査するこ
とにより、次々と明らかになる。
　「特に東シナ海沿岸は、多く
の生物の産卵場になっていま
す。しかし、世界的に見ても、
この沿岸域は汚染が進んでい
るうえ、平均水温も上がってい
る。これらは、親世代だけでな

く、生まれてくる仔稚魚にも大きなインパ
クトを与えます。東シナ海で次世代生産
が止まるということは、すなわち、日本や
東アジアで、食べるものがなくなるという
ことです」
　環境改善への早急な取り組みを促
す、説得力のある言葉だ。
　ところで環境変動や汚染が、生き物
のからだにどのような影響を及ぼすか
は、環境科学や水産学など、単科の研
究からだけでは全体像として把握しにく
い。生き物に起きている異常を調べ、
原因となる化学物質や環境要因を分析
するといった学際的研究を行ってこそ輪
郭がはっきりする。その点、複数の視
点を有するこれらの研究は、海洋資源
や環境を包括的に捉える同大学らしい
研究といえるかもしれない。

※IPCC：気候変動に関する政府間パネル

温暖化、工業化が及ぼす
次世代への影響を検証
環境変動、環境汚染は、海の生物の次世代生産にどのような影響
を及ぼすのだろう。移り変わる環境の中で生物がきちんと次世代
につながる生殖活動を行っていけるのか、解明が進められている。
沿岸の陸域で工業化が進んでいる東シナ海での調査は、世界的に
も貴重なデータとなるだろう。今後の世界の食糧事情にもダイレク
トに関係する分野だ。

環境変動・環境汚染

環東シナ海
環境資源研究センター
教授 農学博士

石松 惇 氏

環東シナ海
環境資源研究センター
教授 博士（水産学）

征矢野 清 氏

環東シナ海
環境資源研究センター　
教授 理学博士

松岡 數充 氏

水産学部
教授 農学博士

荒川 修 氏

　プランクトンが赤潮を引き起こすこと
は知られているが、そのプランクトンの
生態は、いまだ解明できていない部分
が多いという。
　「赤潮被害が出たときの対策は議論
されていますが、被害を起こす前の状態
を知ることも大事」と説く環東シナ海環
境資源研究センター 教授の松岡數充
氏は、原因となる単細胞生物の一種に
着目。その挙動を基礎科学的に把握し
ようと調査を開始した。
　「沿岸域のヒラメやタイの養殖場に
侵入し、増殖して赤潮被害を引き起こ
すプランクトンが、ふだんはどこに生息
しているのか調査しました。その結果、
南方の海域に生息し、海流にのって東
シナ海に到達することが分かった」
　プランクトンはやがて沿岸域に達し、
富栄養化した海水に出合って異常に増
殖し、生態バランスを崩すというわけだ。
　有明海の赤潮は諫早湾の干拓も一
つの発生原因とみられているが、韓国や
中国でも干拓や内陸の開発に伴って赤

潮が増加している。特に中国の長江河
口域は大規模で、実に1000㎞の範囲
で赤潮の広がりが確認されたという。ま
た、写真上のプランクトン単細胞生物
が、マレーシアのサバ州やフィリピンの
パラワン島、遠くはペルシャ湾やオマー
ン海にも出現し赤潮を引き起こしたとい
う報告もある。
　「したがって調査を進めるうえでも、国
際的な協力が不可欠となります。現在、
韓国と連携し、生物の分布を調査してい
ます。今後さらに実態を調査し、異常発
生の前に増殖を抑制する手段につなげ
たい」と松岡氏。「日本はすでに開発によ
る赤潮被害を経験してきました。その知
識を各国と共有することで、東シナ海の
栄養塩バランスをコントロールする指針
を、東アジアに示したい」。同氏はアジア
全域の連携を視野に入れている様子だ。
　水産学部 教授の荒川 修氏も、国際
交流の重要性を強調する。
　荒川氏の研究題材は、フグやシガテ
ラ毒魚などの、毒のある魚だ。実は毒

魚は、生まれながらにして毒を
持っているわけではなく、有毒
な餌を食べることで体内に毒
が蓄積されていく。
　「例えばシガテラ毒魚の場
合、毒のもととなる微細藻類
は、熱帯ないし亜熱帯に分布
し、海藻に付着して生息してい
ます。これを食べた魚が毒魚と
なるわけです。その一種である
イシガキダイが原因の食中毒

は、沖縄では以前からありました。とこ
ろが2000年前後から、九州や本州で
も報告されるようになったのです」
　従来は毒を持っていなかったため、
五島列島の郷土料理として長く食べら
れてきた温帯のハコフグによる食中毒
も、2000年代から頻繁に見られるよう
になったとも。
　これらの状況から、海水温上昇の影
響で有毒微細藻類が温帯である九州近
海にも分布を広げつつあると考えられ
る。現在、裏づけとなるデータの収集
を急いでいる段階だ。
　「フグを食べるのは日本独特の食文
化です。だからこれまでフグの研究者が
海外に目を向けることは少なかった。し
かし、ここへきて、東シナ海沿岸だけで
なく、アジア全域に目を向ける必要が出
てきたのです」と荒川氏。
　温帯の海から亜熱帯、熱帯の海へ。
研究者の視界は広がっている。

有害生物の実態から
環境変動の影響を描き出す
生物に対する環境変動や汚染の影響の表れ方は、一様ではない。
複雑な経路をたどって思わぬ形で表出することもある。長崎大学
では、有害生物から環境変動や汚染の実情に迫る研究も進められ
ている。被害を食い止める手がかりとなることはもちろん、環境問
題の幅広さ、複雑さ、そして国際協調の必要性を示す研究ともい
えそうだ。

有害生物

（写真上）海洋酸性化がムラサキイガイの初期発生
に与える影響を調べるために、稚貝を現在の海水

（pH8.1）と将来予測される二酸化炭素濃度条件で
飼育。後者の稚貝はほとんど全てが奇形であった。

（左が光学顕微鏡写真。右が蛍光顕微鏡写真。緑
色の部分は炭酸カルシウムが沈着した貝殻）

（写真下）大都市部沿岸において捕獲されたボラの
精巣中に見つかった卵母細胞（精巣卵）。雌雄が明
確に分化している魚類では本来であれば起こらない
現象である。女性ホルモンの作用を持つ人工化学物
質（環境ホルモン）によって誘導されたと考えられる。

● 稚貝を現在の海水（pH8.1）で飼育

● 稚貝を将来予測される二酸化炭素濃度条件で飼育


