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４．シャットネラ等の魚介類への影響、毒性発現機構の解明 

１）有害プランクトンによる魚介類へい死機構解明 
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１ 全体計画 
（１）目的 
 近年、有明海、八代海などの九州西岸域、豊後水道など九州東岸において、有害ラフィ

ド藻シャットネラ属やカレニア属による大規模な赤潮が頻発し、養殖魚を中心に甚大な被

害をもたらしている。こうした喫緊の課題に対応するためには、従来型のコストのかかる

赤潮生物の殺滅技術の開発にのみ頼るのではなく、魚介類のへい死を効率的に抑制するこ

とにより、適切かつ効果的な赤潮被害防除技術を確立する必要がある。しかし現状ではシ

ャットネラ属やカレニア属赤潮による魚介類のへい死機構は不明な点も多く、適切な被害

軽減策が講じられていない。そこで、カレニア属有害プランクトンが水産生物に与える影

響を特定し、へい死に至るメカニズムを解明することを目的とする。 
 
（２）試験等の方法 

１）小型魚を用いた曝露試験の確立 

シャットネラ属やカレニア属等有害赤潮プランクトンによる毒性を評価するために、培

養株を用いた繰り返し試験によってデータを蓄積し、細胞密度とへい死時間との関係を数

式化する。試験は基本的にブリの幼魚であるモジャコを中心に実施し、比較対象のために

ブリなどと同じスズキ目の小型魚類を使った影響試験法についても確立する。モジャコと

他魚種とのへい死機構の異同については、へい死魚の鰓組織切片像を比較検討する。必要

に応じて天然赤潮海水を使った毒性試験を実施し、培養株との感受性の異同について確認

を行う。へい死個体については、鰓組織の切片画像の観察を行う。 
 
２）養殖対象魚に対する影響解明  

小型試験魚による影響評価と、実海域で養殖されている魚類のへい死との関係性

（魚種別、サイズ別の影響）を比較検討するため、養殖対象種を用いた曝露試験を実

施する。養殖対象種の試験はサイズが大きいため、豊後水道や九州西岸で発生した天

然赤潮海水を用いて実施する。へい死魚の鰓組織切片像を比較検討する。  
いずれの試験でも、ブリ幼魚など小型魚類等を用いた魚毒性試験系を活用する。シャ

ットネラ、カレニア属やコクロディニウム属への影響を組織学的、免疫学的に研究

し、これらのへい死機構を解明する。なお、曝露試験には、赤潮発生海域から得られ

た天然赤潮海水や単離された強毒培養株、もしくは模擬赤潮海水を用いて実施する。 
２．平成２６年度計画及び結果 
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（１）目的 

１）小型魚を用いた曝露試験の確立 
平成 25 年九州西部海域で赤潮を引き起こしてマグロやブリへ甚大な漁業被害をもたら

したコクロディニウム属による毒性を評価するために、培養株を用いた毒性評価試験法に

ついて確立する。培養株によってへい死が確認された場合、繰り返し試験を実施してデー

タを蓄積し、細胞密度とへい死時間との関係を数式化する。また、必要に応じて天然赤潮

海水を入手し、培養株との毒性の差異について検討する。 
試験は入手が可能な時期はブリの幼魚であるモジャコを中心に実施し、比較対象のために

ブリと同じスズキ目の魚類のうち、小型の魚類を使った影響試験法についても確立する。 
試験には九州海域から分離された培養株のうち、バイオアッセイによってスクリーニング

された強毒性コクロディニウム属を用いる。室内曝露試験によってへい死密度と致死時間

の関係を数式化するとともに、へい死個体の鰓組織の組織切片観察を行う。シャットネラ

属とカレニア属のへい死機構の異同については、同様にへい死魚の鰓組織切片像を比較検

討する。 
 
２）養殖対象魚に対する影響解明 

カレニア赤潮が発生した場合、天然赤潮を用いてマアジなど水産上重要魚種を用い

た曝露試験を実施し、細胞密度とへい死時間との関係を調べる。へい死した魚類の鰓

を固定し、組織切片観察を行って、過去に実施された同様な曝露試験結果との異同に

ついて検討する。  
 
（２）試験等の方法 

１）小型魚を用いた曝露試験の確立 
①試験用スズキ目小型魚の飼育 

ブリ（幼魚であるモジャコ）は、西海区水産研究所五島庁舎で生産された一系群の人工

種苗を入手し、実験に供した。実験開始時まで 1 日 2 回、人工餌料（おとひめ C1 および

C2：日清丸紅社製）を総尾数の体重の 1～2％になるように給餌飼育した。試験に用いた個

体の尾叉長は 50.6～78.0 mm（平均 64.2 mm）、体重は 1.6～6.5 g（平均 3.6 g）であっ

た。 
デバスズメダイは、WDB 環境バイオ研究所より人工種苗を購入後、室内で馴致飼育を行な

い、実験に供した。実験開始までの給餌飼育はブリに準じた。試験に用いた個体の尾叉長

は 53～56.6 mm（平均 55.5 mm）、体重は、4.7～5.7 g（平均 5.2 g）であった。 
クロホシイシモチは、長崎漁港内にて天然魚を採捕後、1 ヶ月間室内で馴致飼育を行ない、

実験に供した。実験開始までの給餌飼育はブリに準じた。試験に用いた個体の尾叉長は 67.9
～80.6 mm（平均 74.7 mm）、体重は、6.6～12.6 g（平均 9.6 g）であった。なお試験に用

いた各魚種は図 4-1-1 にて示す。 
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図 4‒1‒1．試験に用いたスズキ目小型魚  
 

②培養株の確立および強毒株のスクリーニング 
試験に用いた Cochlodinium sp. (type-Kasasa) は、2013 年に長崎県五島市玉之浦町地

先で採水された海水中からキャピラリーを用いて１連鎖の遊泳細胞を顕微鏡下で単離し、

これを改変 SWM3 で培養することで確立されたクローン培養株である。Cochlodinium 属

の毒性スクリーニングについては、Kim et al. (2002)に示された既往知見に基づいて検討

した。また、最終確認のため、実際のブリ幼魚を用いた曝露試験を実施し、生残時間が短

く培養が容易な株を強毒株として特定した。 
③Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 大量培養法の検討 

魚体を用いた曝露試験実施に向けて、シャットネラ属の大量培養で実績のあるシビンを

用いた培養法を検討した。すなわち、250 ml の培養液が入ったシビンにフラスコ培養され

た Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 強毒株を 25 ml 接種し、20℃、80 μmol photons/m2/s、
16hL:8hD の明暗条件下で培養を行った。1 日おきに培養液を分取し、顕微鏡下で細胞密度

を算出した。 
④培養 Cochlodinium sp. (type-Kasasa) のブリ幼魚に対する影響 

大量培養された Cochlodinium sp. (type-Kasasa)細胞を 0、 450、 900、 3,000、 4,500、 
10,000 cells/ml の 6 段階の細胞密度となるよう GF/C ろ過海水で希釈して試験に使用し

た。曝露時間は 24 時間とした。実験個体数は、各試験区 5 個体を 1 ターンとして実施し

た。曝露試験には、容量 10 L の透明バケツを用いた。ろ過海水に Cochlodinium sp. (type-
Kasasa) 培養液を加えて各濃度に調製した試水を 5.0～7.5 L 注入し、2 時間以上静置して

Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 細胞集塊が水面で活発に蝟集するのを確認後、試験魚を

投入した。実験時はバケツの周囲に調温海水を掛け流して水温を一定に保った（25～28 ℃
の範囲）。試験中は緩やかな通気を施し、溶存酸素濃度を確認するために溶存酸素計で適

宜確認した。 
ブリ幼魚は横転後徐々に鰓蓋の動きが弱まり、鰓蓋の動きが停止すると痙攣を引き起こし

て絶命することから、この痙攣が停止した段階で絶命と判断した。絶命後、速やかに鰓弓

を摘出して、Davidson 液で固定した。 
⑤培養 Cochlodinium sp. (type-Kasasa) の他魚種に対する影響 

ブリ幼魚と同程度のサイズでありスズキ目の魚種であるデバスズメダイおよびクロホシ

イシモチに対し、Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 培養株を同様に培養し、7,500 cells/ml
の細胞密度で曝露試験を実施して魚種による異同を比較検討した。 
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２）養殖対象魚に対する影響解明  
①マアジに対する Karenia mikimotoi 天然赤潮の影響 

 2014 年 6～7 月に宇和海で K. mikimotoi の赤潮が発生した。このうち 6 月 13 日に吉田

湾で発生した赤潮海水を採水し、マアジを用いた曝露試験を実施した。試験区は、0（対照

区）、9,500、18,700、33,800 cells/ml の 4 段階設定した。鰓蓋の動きが停止した個体を死

亡と判定し、速やかに鰓弓を Davidson 液で固定した。曝露時間は 6 時間までとして観察

をおこない、最終的に残った生存個体も鰓弓を同様に固定した。試験に用いたマアジは 10

尾で、試験当日の給餌を中止し、体重 4.9～12.9ｇ（平均 8.0ｇ）であった。 

②トラフグに対する K. mikimotoi 天然赤潮の影響 

 2014 年 6～7 月に宇和海で K. mikimotoi の赤潮が発生した。このうち 7 月 9 日に吉田

湾で発生した赤潮海水と 7 月 11 日に宇和島湾三浦で発生した赤潮海水を採水し、当県で

種苗生産されたトラフグを用いた曝露試験を 2 度実施した。1 度目の曝露試験は、細胞密

度を 0（対照区）、6,150、19,000 cells/ml の 3 段階設定した。2 度目は、細胞密度を 0（対

照区）、14,300、68,000 cells/ml の 3 段階設定した。遊泳がなくなり魚体が横転した状態

を、ダメージを受けた個体と判定し、速やかに鰓弓を Davidson 液で固定した。曝露時間

は 5 時間及び 6 時間までとして観察をおこない、最終的に残った生存個体も鰓弓を同様に

固定した。試験に用いたトラフグは 10 尾で、試験当日の給餌を中止し、体重はそれぞれ

2.9～6.8ｇ（平均 4.9ｇ）及び 3.1～9.2ｇ（平均 6.2ｇ）であった。 
③試験用ブリ幼魚、マダイ幼魚、カタクチイワシの飼育 

ブリ（幼魚であるモジャコ、0 才魚）は、平成 25 年 5 月 19 日に愛媛県の養殖業者より

購入し、愛媛大学南予水産研究センターの 200 L および 1,000 L 水槽に搬入し、天然赤潮

の曝露まで飼育を行った。飼育期間中は、2 日に 1 回、人工飼料（おとひめ EP2 および

EP5：日清丸紅社製）を飽食になるまで給餌した。また、供試魚の一部を給餌群と餌止め

群に分け、給餌群については曝露試験当日まで給餌、餌止め群については赤潮曝露 10 日前

から給餌を停止した。試験に用いた個体の尾叉長は 113～151 mm（平均 140 mm）、体重

は、18.2～37.0 g（平均 31.6 g）であった。 
カタクチイワシは、カツオ餌業者から大村湾産の個体を購入した。愛媛大学南予水産研究

センターの 1,000 Ｌ水槽に搬入し、天然赤潮の曝露まで飼育を行った。飼育期間中は、１

日に 1 回、人工飼料（おとひめ β２：日清丸紅社製）を飽食になるまで給餌した。試験に用

いた個体の尾叉長は 89～111 mm（平均 97 mm）、体重は、7.1～12.8 g（平均 9.0 g）で

あった。 
マダイ幼魚は、平成 25 年 5 月 21 日に人工種苗 0 才魚を愛媛県の養殖業者より購入した。

愛媛大学南予水産研究センターの 1,000 Ｌ水槽に搬入し、天然赤潮の曝露まで飼育を行っ

た。飼育期間中は、2 日に 1 回、人工飼料（おとひめ EP2：日清丸紅社製）を飽食になるま

で給餌した。試験に用いた個体の尾叉長は 78～85 mm（平均 81 mm）、体重は、12.5～
16.7 g（平均 14.2 g）であった。 
④天然カレニア赤潮の採取 

平成 26 年 6 月 12 日に吉田湾で発生した K. mikimotoi （25,000 cells/ml ）をポンプで

採取し、2 時間以内に愛媛大学南予水産研究センターへ搬入した。搬入後、顕微鏡により

細胞密度を計測し、実験に供した。 
⑤天然カレニア赤潮が各魚種の鰓組織に及ぼす影響 

搬送した天然カレニア赤潮（25,000 cells/ml ）を 80L 水槽３つに 40L ずつ移し、

それぞれに、ブリ幼魚、カタクチイワシ、及びマダイ幼魚を 3 個体ずつ投入した。水槽に

は海水が軽く撹拌される程度のエアレーションを施した。曝露された個体が横転し、䚡蓋

運動が不規則となり、停止が認められ時間をへい死時間とし、各個体のへい死時間を計
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測すると共に、へい死した個体については速やかに鰓弓を一枚ずつ摘出し、Davidson
液で固定した。また、生存した個体についても曝露試験終了後、速やかに断頭し、同様に

鰓を摘出して固定した。鰓の組織はパラフィン切片作成後、Azan 染色に供し、組織切片

観察を行った。鰓弓毎の明確な差違は認められなかったことから、全ての個体につい

て第二鰓弓の組織切片を観察した。  
また、ブリ幼魚の給餌群と餌止め群を天然カレニア赤潮 12,500 cells/ml の密度で曝

露するために、給餌群と餌止め群を飼育していた 200 L 水槽の飼育海水を 20L 残

し、天然カレニア赤潮（25,000 cells/ml ）を 20L 加えた。80 分の曝露の後、それぞ

れの群で 3 個体ずつ採取して、前述の方法で鰓を組織切片用に固定した。さらに残

った給餌群の 6 個体を水交換して飼育し、5 日目に 3 個体、11 日目に 3 個体採取し

て、同様に鰓弓を固定した。  

 

 

（３）結果及び考察 

１）小型魚を用いた曝露試験の確立 
①Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 大量培養法の検討 

シャットネラ属で確立された大量培養法に供した時の増殖曲線を図 4-1-2 に示す。

Cochlodinium sp. (type-Kasasa) は接種後 10 日間は対数増殖を示し、その後 13 日まで増

殖速度を徐々に低下させながら定常期に達した。対数増殖期の最大増殖速度はおよそ 0.35 
divisions/day と算出され、山砥・坂本（2010）で示された大村湾産の培養株とほぼ同じ増

殖速度であった。また、定常期に達した 15 日目に、最大到達細胞密度が 44,133 cells/ml
となり、濃厚な黄褐色を呈した。この最大到達密度はシャットネラ属とほぼ同じ程度であ

り、ブリ幼魚を用いた試験を実施するのに十分な細胞密度であると判断された。以後、曝

露試験は接種 8～11 日後の培養細胞を用いて曝露試験を実施した。 

図 4‒1‒2．シビンを用いた Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 
大量培養時の増殖曲線 

 
②培養株の確立および強毒株のスクリーニング 

Kim et al. (2002) において、Cochlodinium polykrikoides の魚毒性と Vero 細胞（アフ

リカツメガエルの腎臓由来株化細胞）との因果関係が示唆されている。そこで、長崎大学

小田達也教授より Vero 細胞を分与いただき、株化細胞によるバイオアッセイを試みた。し

かしながら、本研究所には株化細胞を良好に培養するための CO2 インキュベーターが整備
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されていないために高密度培養に至らなかったこと、培養中の塩分上昇が Vero 細胞にダ

メージを与えて、対照区においても Vero 細胞の生残率が著しく悪かったことから、本試験

法によるスクリーニングは断念した。 
次に五島玉之浦湾から確立された Cochlodinium sp. (type-Kasasa) のクローン培養株の

うち継代時に比較的増殖成績が安定していた 5 株を選び、ブリ幼魚を用いたバイオアッセ

イに供した結果を図 4-1-3 に示した。対照区であるろ過海水において、試験魚のへい死は

24 時間の観察中、全く認められなかった。Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 曝露区のへい

死率は 25～100％の範囲で変動しており、明らかに対照区よりも高いへい死率を示し、細

胞密度の上昇とともに生残時間・生残率のいずれも低下した。このことから、今回試験に

用いた Cochlodinium sp. (type-Kasasa) のすべての株が、ブリ幼魚に対して強い致死活性

を有していることが確認された。ブリ幼魚のバイオアッセイの結果では、6 番株と 11 番株

が最も致死活性が高かった。続いて 21 番、10 番と続き最も毒性が低い 19 番では供試個体

4 尾中 1 尾のみへい死した。 
ブリ幼魚のバイオアッセイの結果では、6 番と 11 番株の致死活性が最も高かったが、予備

試験においてこの両株は大量培養時の成績がやや不安定で、継続的な試験に用いることが

困難と判断した。そこで、増殖が良好で毒性も高い 21 番株（TMN21 株）を強毒株として

以後の試験を実施した。 

 
図 4‒1‒3．Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 各培養株の 

ブリ幼魚に対する致死活性の差異（試験密度はすべて 4,500 cells/ml） 
 
� 培養 Cochlodinium sp. (type-Kasasa) のブリ幼魚に対する影響 

曝露試験結果について、カプラン・マイヤー法で当てはめた生残曲線を図 4-1-4 に示す。

ブリ幼魚は、4,500 cells/ml 以上の Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 曝露によってすべて

へい死した。曝露細胞密度とへい死時間の間には明瞭な負の相関が認められ、魚毒性が確

認された。4,500 cells/ml 以上の曝露ではすべてのブリ幼魚が 1.5 時間以内に全滅した。

3,000 cells/ml 以下の曝露では致死が遅延または見られなかった。 
これを昨年度実施した渦鞭毛藻 Karenia mikimotoi および平成 24 年度まで実施してきた

ラフィド藻 Chattonella antiqua と比較するとへい死が認められる閾値は高いものの、高

密度曝露区での致死時間はシャットネラと同程度であり、本種もシャットネラ属同様に、

強い魚毒性を有していることが培養株を用いた試験でも確認された。 
Cochlodinium sp. (type-Kasasa) を曝露されたブリ幼魚は曝露直後から鰓クリーニングを

行うなどの忌避反応が見られた。横転後は 10 分前後で絶命した。曝露試験初期に激しい遊

泳および鼻上げなどはあまり観察されず、徐々に平衡性を失って横転する様子が確認され

た。曝露試験時のブリ幼魚の行動はシャットネラ属と類似する一方、激しい反応を示した

強毒 

弱毒 
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カレニア属とは異なることが強く示唆された。 
 

図 4‒1‒4．Cochlodinium sp. (type-Kasasa) 強毒株に曝露されたブリ幼魚の生残曲線 
 

④Cochlodinium sp. (type-Kasasa) によるへい死魚の組織観察 
Cochlodinium sp. (type-Kasasa) によってへい死したブリ幼魚の組織切片像を図 4-1-5

に示す。本種によってへい死したブリ幼魚は、二次鰓弁の先端部が浮腫を引き起こし、粘

液による閉塞が発生していることが観察された。過去に Chattonella antiqua 強毒株と

Karenia mikimotoi 強毒株に曝露されたブリ幼魚の組織切片画像と比較を行った結果を表

4-1-1 に示した。C. antiqua によってへい死したブリ幼魚では、二次鰓弁上の浮腫が全体

的に軽く発生し、二次鰓弁間細胞が消失している映像が頻繁に観察される（松山ら 2012）。
次に K. mikimotoi によってへい死したブリ幼魚では、二次鰓弁の上皮細胞や二次鰓弁間細

胞がほぼすべて剥離し、先端部に凝集するとともに、二次鰓弁の基部構造自体も崩壊する

映像が観察される（松山ら 2014）。これに対して、Cochlodinium sp. (type-Kasasa) に曝

露された二次鰓弁細胞は上皮細胞の先端部が剥離するなど、C. antiqua と K. mikimotoi の
いずれとも異なる組織傷害を示していた。赤潮プランクトンの曝露によって鰓組織の傷害

が発生し、結果的に魚類がガス交換能を失って窒息死することは明白であるが、組織傷害

の発生パターンは赤潮プランクトンによってすべて異なることが明らかとなった。従って、

赤潮による魚類へい死機構は赤潮プランクトン種によって基本的に異なっており、それぞ

れについて作用機作についてさらに検討を加える必要があろう。 

 
図 4‒1‒5．Cochlodinium sp.(type-Kasasa)を曝露したブリ幼魚の鰓組織(バーは 50 μm) 

8,400 cells/ml 曝露区 
（へい死直後） 

対照区 



 

- 168 - 
 

表 4‒1‒1．各種有害プランクトンに曝露されたブリ幼魚の鰓組織観察結果 

 
⑤培養 Cochlodinium sp. (type-Kasasa) の他魚種に対する影響 

異なる魚種間に対する毒性の差異を比較するため、デバスズメダイおよびクロホシイシ

モチを用いた試験を実施した。21 番株を大量培養し、7,500 cells/ml の細胞密度で曝露試

験を実施した結果を図 4-1-6 に示す。2 種共に 4 時間の観察時間中にへい死は見られなか

った。一方でブリ幼魚と同様鰓クリーニングが確認され、何らかの生理的影響があったも

のと推測される。魚種間で大きく結果が異なった要因が用いた魚種特異性なのか個体の生

理状態によるものなのか、今後解明が必要である。 

 
図 4‒1‒6．Cochlodinium sp. (type-Kasasa) に曝露された 

デバスズメダイ及びクロホシイシモチの生残曲線 
（魚種間での魚毒性の比較） 

 
２）養殖対象魚に対する影響解明  
（マアジに対する K. mikimotoi 天然赤潮の影響） 

 曝露試験結果について、カプラン・マイヤー法で当てはめた生存曲線を図 4-1-7、曝露さ

れた鰓組織を図 4-1-8 に示す。へい死は 9,500 cells/ml 区では 3.5 時間で 50％、18,700 

cells/ml 区では 1.5 時間で 90％、33,800 cells/ml 区では 1 時間以内で 100％であった。試

験中、供試魚は 曝露直後から鼻上げ行動が見られ徐々に遊泳層を底面に移して横転を示

し、ブリ幼魚など他の魚種と同様の忌避反応を示した。曝露した個体の組織切片像ではブ
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リ幼魚と同様二次䚡弁上皮細胞の浮腫や剥離、及び二次䚡弁間細胞の変形や剥離・消失が

強く認められた。 

図 4‒1‒7．吉田湾産天然 K. mikimotoi に曝露されたマアジの生残曲線 

 

 

図 4‒1‒8．吉田湾産天然 K. mikimotoi に曝露されたマアジの鰓組織（バーは 50 μm） 

 

①トラフグに対する K. mikimotoi 天然赤潮の影響 

 曝露試験結果について、カプラン・マイヤー法で当てはめた生存曲線を１回目試験は図

4-1-9、2 回目試験が図 4-1-10、曝露された鰓組織を図 4-1-11 に示す。 

1 回目試験は、対照区、6,150 cells/ml 区では横転はみられなかったが、19,000 cells/ml

区では、1.5 時間で 100％の横転がみられた。この横転個体は、鰓蓋はゆっくりと開閉して

いた。 

2 回目試験は、14,300 cells/ml 区では 2.5 時間以降から転覆がみられ 3.5 時間までで 89％

であり、68,000 cells/ml 区では 1 時間以内で 100%であった。鰓蓋は 2 区とも非常にゆっ

くり開閉していた。 

試験中、対照区の試験魚は終始上層を活発に遊泳していたが、曝露区の試験魚は約 30～

50 分後には底層で緩慢に遊泳し、時折水面に急上昇しすぐに下降する行動が見られた。遊

泳が緩慢であったが急に泳ぎだしたりする個体も見られ、次第に横転および転覆を示した。

曝露した個体ではマアジやブリ幼魚と同様、二次䚡弁上皮細胞の浮腫や剥離、及び二次䚡

対照区 9,500 cells/ml 曝露区 
(へい死直後) 
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弁間細胞の変形や剥離・消失が強く認められた。 

図 4‒1‒9．K. mikimotoi に曝露されたトラフグの生残曲線（1 回目） 

 

 

図 4‒1‒10．K. mikimotoi に曝露されたトラフグの生残曲線（2 回目） 

図 4‒1‒11．K. mikimotoi に曝露されたトラフグの鰓組織（バーは 200 μm） 

 
②天然カレニア赤潮が各魚種の鰓組織に及ぼす影響 
 天然カレニア赤潮（25,000 cells/ml ）に対して、ブリ幼魚、カタクチイワシ、及びマダ

イ幼魚を 3 個体ずつ曝露した結果、ブリ幼魚は 16、17、27 分後に、カタクチイワシは 66、

対照区 19,000 cells/ml 曝露区 
（1 回目） 

14,300 cells/ml 曝露区 
（2 回目） 
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86、92 分後にへい死が認められた。マダイ幼魚については 120 分の曝露でもへい死は認め

られなかった。 

ブリ幼魚は投入後、約 10 分頃から鼻上げや横転が見られた。カタクチイワシは試験期間後

半に鼻上げが見られ、鼻上げが確認されてから 30 分程度でへい死が認められた。一方マダ

イ幼魚は、ほとんど行動に変化が見られずへい死も認められなかった。このことから K. 

mikimotoi の魚毒性は種特異性があることが再確認された。 

天然カレニア赤潮（25,000 cells/ml ）によりへい死したブリ幼魚、カタクチイワシ、及

びマダイ幼魚の組織切片像を図 4-1-12～14 に示す。曝露した個体ではいずれの種において

も二次䚡弁上皮細胞の浮腫や剥離、及び二次䚡弁間細胞の変形や剥離・消失が認められた。

このことから K. mikimotoi は広範な魚種の鰓組織に対し、細胞傷害性が認められた。 

 

図 4‒1‒12．天然カレニア赤潮（25,000 cells/ml ）に曝露されたブリ幼魚の鰓組織 

（バーは 50 μm） 

図 4‒1‒13．天然カレニア赤潮（25,000 cells/ml ）に曝露された 

カタクチイワシの鰓組織（Bar は 50 μm） 

図 4‒1‒14．天然カレニア赤潮（25,000 cells/ml ）に曝露されたマダイ幼魚の鰓組織

（バーは 50 μm） 

 

対照区 曝露区 1 曝露区 2 

対照区 曝露区 

対照区 曝露区 
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 また、天然カレニア赤潮（12,500 cells/ml ）に対して、ブリ幼魚の給餌群と餌止め群

をそれぞれ 80 分間曝露した結果、いずれの群も生存した。給餌群と餌止め群の組織切片像

を図 4-1-15 に示す。鰓の組織学的観察の結果、給餌群では二次䚡弁上皮細胞の浮腫や剥離、

及び二次䚡弁間細胞の変形や剥離・消失が認められたのに対し、餌止め群では僅かに二次

䚡弁上皮細胞の浮腫や、二次䚡弁間細胞の変形が認められたものの、二次䚡弁上皮細胞の

剥離や二次䚡弁間細胞の消失は認められなかった。 

このことから餌止めを実施することによって鰓に対する細胞傷害が軽減され、結果的に

生残率の向上を計ることが出来ると考えられた。 

給餌によって呼吸量及び酸素要求量が上昇することがこれまでに言われており、また外部

刺激に対する反応性も向上すると考えられている。上記の細胞傷害軽減と合わせ、メカニ

ズム解明に向けさらなる検討が必要である。 

図 4‒1‒15．天然カレニア赤潮（12,500 cells/ml ）に曝露された 

給餌区と餌止め区のブリ幼魚の鰓組織（バーは 50 μm） 

 

 さらに、天然カレニア赤潮（12,500 cells/ml ）に曝露後、生存した給餌群の個体を水

交換して 5、及び 11 日間飼育した。組織切片像を図 4-1-16 に示す。5 日後の鰓では、未だ

二次䚡弁上皮細胞や二次䚡弁間細胞が十分に回復していないのに対し、11 日後の個体で

は、二次䚡弁上皮細胞や二次鰓弁間細胞が存在していた。しかしながら、崩壊した細胞が

䚡弁間に残存している部分も認められた。このことから K. mikimotoi によって与えられた

ダメージは可逆的なものであり、一定期間の正常海水による飼育を経て回復することが確

認された。上記で示された餌止めによる鰓細胞の傷害軽減と合わせ、今後救命技術の進展

に寄与すると考えられる。 

 

給餌群 1（崩壊部） 給餌群 2（未崩壊部） 

餌止め群 1 餌止め群 2 
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図 4‒1‒16．天然カレニア赤潮（12,500 cells/ml ）曝露後に 

飼育したブリ幼魚の鰓組織の回復経過（バーは 50 μm） 

 

３）要約 

 表 4-1-17 に本年度のすべての試験結果を要約した。 

Cochlodinium .sp (type Kasasa) はシャットネラ属で確立された大量培養法により文献と

同程度の増殖速度を示し、魚体を用いた試験を実施するのに十分な細胞密度を得た。また

ブリ幼魚を用いたバイオアッセイにて強毒培養株を選抜し、生残曲線を作成した。なお半

数致死濃度は 3,000 cells/ml から 4,500 cells/ml の間であると推定された。曝露試験中の

ブリ幼魚は Chattonella antiqua に曝露した際の行動と類似する一方、Karenia 

mikimotoi に曝露した際の行動とは異なり激しい反応は示さなかった。供試魚の鰓組織

像の比較から前記の 2 種と異なる組織傷害が確認され、へい死に至るメカニズムの差異が

推測された。スズキ目小型魚であるデバスズメダイおよびクロホシイシモチに対し高密度

の赤潮海水を曝露したところ、4 時間の観察期間中にへい死は確認されず、魚種によって

毒性が大きく異なる可能性が示唆された。 

宇和海で発生した K. mikimotoi 赤潮を用い、マアジ・トラフグ・ブリ幼魚・カタクチイ

ワシ及びマダイに対する曝露試験を実施した。マアジは 9,500 cells/ml、トラフグは

14,300 cells/ml 以上で 4 時間以内に半数がへい死した。ブリ幼魚及びカタクチイワシは

25,000 cells/ml の曝露でそれぞれ 30 分、92 分以内に全数がへい死した。一方マダイは

120 分の観察期間中にへい死は確認されなかった。このことから魚種によってへい死に至

る細胞密度は大きく異なる事が示唆された。しかし、いずれの魚種の鰓組織像にも強い細

胞傷害が確認され強い魚毒性を示していた。 

餌止めを実施することによって鰓上皮細胞の傷害の程度が低減されることが組織像の比較

によって確認された。また、K. mikimotoi 曝露によって傷害を受けた上皮細胞は清浄海

水にて飼育することで回復することが確認された。 

今後餌止めによる鰓細胞の傷害軽減と合わせ、今後救命技術の進展に寄与すると考えられ

る。 

5 日後 11 日後（回復部） 11 日後（未回復部） 
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表 4‒1‒17．コクロディニウム及びカレニア属が魚類に与える影響評価（総括） 
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