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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 

２）有害プランクトンによる貝類への影響評価 
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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、二枚貝養殖業や干潟域、磯根に生

息する貝類に対して甚大な被害をもたらしている。しかし、現状ではシャットネラ属やカレニ

ア属赤潮による貝類のへい死機構は不明な点も多く、魚類で知られている餌止めなどの適切な

被害軽減策が講じられていない。有害プランクトンが貝類に影響を与えるメカニズムは複雑で

多岐に亘ることが推定されるため、集約的な調査研究により影響解明を進める必要がある。そ

こで、貝類に最も悪影響を与えることが知られているカレニア属を中心とした有害プランクト

ンが、有用貝類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）カレニア属がマガキに与える影響評価 

マガキ養殖場ではカレニア属赤潮が頻発することが知られている。これらの影響について評

価するため、マガキのへい死とカレニア属との関係性（生活史別、サイズ別の影響）の比較検

討を目途に曝露試験を実施する。曝露前の個体の環境耐性を評価するため、曝露前と後の低塩

分ストレスが、カレニア属に対する耐性に影響を与えるかどうか確認する。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）カレニア属がアサリに与える影響評価 

アサリ漁場においてカレニア属赤潮が頻発することが知られている。これらの影響評価を行

うため、アサリのへい死とカレニア属との関係性（生活史別、サイズ別の影響）の比較検討を

目途に曝露試験を実施する。曝露前の個体の環境耐性を評価するため、曝露前と後の低塩分ス

トレスが、カレニア属に対する耐性に影響を与えるかどうか確認する。へい死個体については、

鰓組織の切片画像の観察を行う。 

③ シャットネラ属、カレニア属、コクロディニウム属がアワビに与える影響 

大規模な赤潮発生時は、赤潮水塊が広域に移流拡散し、磯根資源を直撃することが知られて

いる。特に水産生物として重要度の高いアワビについては、漁業被害が多発している。これら



- 178 - 
 

の影響評価をするため、アワビのへい死とカレニア属等との関係性の比較検討を目途に曝露試

験を実施する。細胞密度とへい死時間との関係を数式化する。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．平成 26年度計画及び結果 

（１）目的 

１）カレニア属がマガキに与える影響評価 

過年度までの影響評価から、高濃度の Karenia mikimotoi 培養株環境下では稚貝から成貝

において直接的な影響によるへい死は起こらないものの、ろ水速度の低下に伴う摂餌・呼吸能

力の制限を引き起こすことが明らかとなった。しかしながら、マガキ種苗の質に直結する付着

変態直後に対する影響はほとんど検討されておらず、安定した種苗確保のためには影響評価が

必要である。本年は付着直後のマガキ稚貝（約 0.5 mm）を用いて、本種赤潮による曝露及び

赤潮発生前の低塩分ストレスなどの複合的な影響を室内試験で評価する。なお、曝露試験には、

K. mikimotoi 強毒培養株を用いる。 

２）カレニア属がアサリに与える影響評価 

 過年度までの影響評価から、高密度の K. mikimotoi 培養株環境下では稚貝において直接的

影響によるへい死は起こらないものの、ろ水速度の低下に伴う摂餌・呼吸能力の制限を引き起

こすことが明らかとなった。本種赤潮による曝露及び赤潮発生前の低塩分ストレスなどの複合

的な影響を室内試験で評価する。なお、曝露試験には、天然赤潮もしくは強毒培養株を用いる。

へい死個体については、鰓組織の切片画像の観察を行い、貝類のへい死メカニズムを調べる。 

３）シャットネラ属、カレニア属、コクロディニウム属がアワビに与える影響 

過年度までの影響評価から、K. mikimotoi 天然赤潮・培養株環境下ではエゾアワビの稚貝に

おいて直接的な影響によるへい死を引き起こすことが明らかとなった。本年はクロアワビの稚

貝を用いて、本種赤潮による曝露及び赤潮発生前の貧酸素ストレスなどの複合的な影響につい

て、細胞密度と死亡時間との関係を室内試験で評価する。なお、曝露試験には、K. mikimotoi 

天然赤潮もしくは強毒培養株を用いる。へい死個体については、鰓組織の切片画像の観察を行

い、貝類のへい死メカニズムを調べる。 

 

（２）試験等の方法 

１）カレニア属がマガキに与える影響評価 

試験は、長崎県大村湾より確立されたK. mikimotoi 強毒培養株（松山ら 2014）を用いて

実施した。曝露試験に供したマガキは、広島県立総合技術研究所水産海洋技術センターで継代

飼育しているマガキを親貝として、人工交配により得られた浮遊幼生を育成後、3 × 6 cmに加

工したホタテガイ貝殻（コレクター）に付着させることで得た。付着稚貝は、殻高や個体間距

離が均等になるよう1コレクターあたり30 個体に間引いたもの（殻高 0.85±0.08 mm）を用

いた。稚貝はコレクターごと試験海水へ浸蹟し、合計36時間曝露した（n=3）。試験に用いた

赤潮海水は、培養された強毒培養株をろ過海水で設定密度まで希釈した後、ポリエチレン製ビ

ーカー（φ 64.5 mm × 90 mm）に200 mLずつ分注した。水温変動を抑えるため、試験水槽は

25℃に設定したウォーターバス内に設置し、曝露開始18時間後に1度だけ新鮮な試験と全交換

した。 
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試験区を表4-2-1に示した。対照区はろ過海水のみの

区 （CTL I）を設定した。また、培養液の影響を考

慮するために、ろ過海水にK. mikimotoi 培養液をフ

ィルター（GF/C, Whatman社製）でろ過して細胞を

除いたろ液を添加した区 （CTL II） を設定した。

赤潮区は、K. mikimotoi 培養液をろ過海水で希釈調

整した区（500、5,000、10,000 cells/mL）を作製し

た。また、K. mikimotoi曝露と低塩分との複合的な

影響を評価するため、試験開始前にマガキ稚貝を

10‰ろ過海水に一昼夜馴致した低塩分影響区（LS-

CTL、LS-5,000、LS-10,000）を設定した。試験海水は、K. mikimotoi の容器内偏在を防ぐ

ためにエアレーションで緩やかな撹拌を行った。各試験区には餌料生物としてChaetoseros 

calcitrans を 30,000 cells/mlとなるよう添加した。 

K. mikimotoi の影響評価は、試験終了後の生残率及び曝露開始 18・36 時間後と曝露後ろ過

海水静置18・36時間後の合計4 回のろ水速度を測定することで行った。ろ水速度（CR 

mL/h）は、約20,000 cells/mlの餌料生物（C. calcitrans）を含んだ海水 200 mlに稚貝を投入

し、30分間静置後の餌料生物減少量から次式 (Coughlan 1969) に従い算出した。餌料生物の

測定には、粒度分布測定装置 （Multisizer 3 : Beckman Coulter 社製）を用いた。 

CR = LN (C0/Ct) × V × t-1  

（CR：ろ水速度 ml/h，C0：餌料初期密度 Ct：t 時間後の餌密度， V：水槽体積 ml t：摂餌

時間 h） 

影響を比較する際には、一元配置分散分析を行った後にDunnett-TestによりCTL IおよびLS-

CTLを対照として、K. mikimotoi赤潮によるマガキ着底稚貝への影響の有意性を検証した。 

 

２）カレニア属がアサリに与える影響評価 

 試験は、山口県徳山湾で発生したK. mikimotoi 天然赤潮、長崎県大村湾より確立されたK. 

mikimotoi 強毒培養株（NGU04株）を用いて実施した。曝露試験に供したアサリは山口県水

産研究センターにおいて種苗生産し、天然海域で育成されたアサリ（殻長17.3～27.4 mm）を

用いた。各試験の方法は以下のとおりである。 

 

① 山口県徳山湾赤潮海水を用いた試験 

山口県徳山湾でK. mikimotoi が濃密度水

塊を形成した時期に1回の曝露試験を行っ

た（n=3）。曝露試験に用いた海水はK. 

mikimotoi が赤潮形成後の平成26年8月

13日に、徳山湾新南陽地区地先の表層か

らポリバケツを用いて採水し、10Lポリ

タンク（MAGNUMWIDE 10、三宅化学

株式会社製）に収容後、水温変化を極力避け実験室まで運んだ。その後、ろ過海水で希釈し、

一晩室温（25 ℃）・遮光した状態で静置した後、試験に供した。曝露試験は8月14日 11:30

表 4-2-1．マガキ試験区の設定条件 

試験区名 設定条件 反復
CTL Ⅰ 0 cells/ml 3
CTL Ⅱ 0 cells/ml+ろ液 3
500 500 cells/ml 3
5,000 5000 cells/ml 3
10,000 10,000 cells/ml 3
LS-CTL 3
LS-10,001 3
LS-10,000 3

曝露前に
10 ‰海水静置

表 4‒2‒2．アサリ試験区の設定条件 

試験区名 設定条件 供試個体 反復

CTL Ⅰ 0 cells/ml 10 3
CTL Ⅱ 0 cells/ml+ろ液 10 3
CTL Ⅲ 0 cells/ml+干出 10 3
500 500 cells/ml 10 3
10,000 10,000 cells/ml 10 3
LS-CTL 10 3
LS-10,000 10 3

曝露前に
20 ‰海水静置
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～8月15日 11:30の期間で実施した。試験区は表4-2-2に示した7試験区を設定した。対照区は

ろ過海水のみの区 （CTL I）、K. mikimotoi 天然赤潮海水をフィルターでろ過したろ液区 

（CTL II）及び干出区 （CTL III） を設定した。赤潮区は、K. mikimotoi 天然赤潮海水を

ろ過海水で希釈調整した区（500、10,000 cells/ml）を作製した。また、K. mikimotoi 曝露

と低塩分との複合的な影響を評価するため、試験開始前にアサリ稚貝を20 ‰ろ過海水に半日

間（12時間）馴致した低塩分影響区（LS-CTL、LS-10,000）を設定した。曝露試験に用いた

水槽は1 Lポリプロピレン製容器（11.6×15.2 cm）を使用し、赤潮区には供試海水を各1 L、

対照区に正常海水を1 L入れ、海水が循環する程度に緩やかに通気し、水温変化を極力抑える

ため室温を25℃に設定し、暗所で1日間（24時間）の曝露試験を行った。供試アサリは試験前

日から絶食状態とし、各区10個ずつ浸漬し、24時間経過した後回収した。回収したアサリは

死亡率を求め、各区3個ずつ、Davidson 液で固定した。固定したアサリ鰓は常法に従って組

織切片試料とし、HE染色及びPAS染色を行い、鰓組織の観察を行った。また、試験中の細胞

密度の変化を調べるため、曝露4時間、12時間、24時間を経過した際に、500区、10,000区、

LS-10,000区のK. mikimotoi の細胞密度を顕微鏡下で算出した。 

 
② K. mikimotoi 強毒培養株の低塩分環境下でのアサリろ水速度への影響評価 

試験は、長崎県大村湾より確立された

K. mikimotoi 強毒培養株（NGU04 株）

を用いて実施した（n=2、3）。曝露試験

は 11 月 25 日 19:50～20:05 の期間で実

施した。試験区は表 4-2-3 に示した 6 試

験区を設定した。低塩分の複合的な影響

を評価するため、試験開始前にアサリ稚

貝を 10、15、20 ‰ろ過海水に一昼夜馴

致した低塩分影響区（LS10-500、LS15-

500、LS20-500）を設定した。赤潮区は、

K. mikimotoi 培養株をろ過海水で 500 

cells/mL に希釈調整した。対照区はろ過海水のみの区 （CTL I）、K. mikimotoi 天然赤潮海

水をフィルターでろ過したろ液区 （CTL II）及び低塩分の影響のない赤潮区 （500 区） を設

定した。各試験区には餌料生物として Pavlova lutheri を約 100,000 cells/ml となるよう添加

した。影響評価は、試験終了時のろ水速度を測定することで行った。曝露試験に用いた水槽は

1 L ポリプロピレン製容器（11.6×15.2 cm）を使用し、赤潮区には供試海水を各 1 L、対照区に

正常海水を 1 L 入れ、海水が循環する程度に緩やかに通気し、室温を 25℃に設定することによ

って水温変化を極力抑えて、暗所で 15 分間の曝露試験を行った。供試アサリは試験前日から

絶食状態とし、各区 5 個ずつ浸漬した。餌料生物の測定は、光学顕微鏡下で厚型ホールスライ

ドを用いた方法で行った。ろ水速度の算出はマガキ同様、Coughlan（1969）及び Matsuyama 

and Uchida（1997）に基づいて算出した。 

 

３）シャットネラ属、カレニア属、コクロディニウム属がアワビに与える影響 

  試験は、大分県佐伯湾・別府湾で発生した K. mikimotoi 天然赤潮、長崎県大村湾より確立さ

表 4‒2‒3．アサリ試験区の設定条件 

試験区名 設定条件 供試個体 反復

CTL Ⅰ 0 cells/ml 5 3
CTL Ⅱ 0 cells/ml+ろ液 5 3
500 500 cells/ml 5 3

LS10-500 曝露前に
10‰海水静置

5 3

LS15-500 曝露前に
15 ‰海水静置

5 3

LS20-500 曝露前に
20 ‰海水静置

5 3
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れた K. mikimotoi 強毒培養株を用いて実施した。曝露試験に供したアワビは（社）大分県漁

業公社で種苗生産・育成されたクロアワビ稚貝（殻長 19 ～27 mm）を用いた。各試験の方法

は以下のとおりである。 

① 大分県佐伯湾・別府湾赤潮海水を用いた試験 

大分県佐伯湾と別府湾で K. mikimotoi が中層で濃密度水塊を形成した時期にそれぞれ 1 回

ずつ、計 2 回の曝露試験を行った。更に窒素ガスを用いた低酸素試験も行った。 

1 回目：曝露試験に用いた海水は K. mikimotoi が赤潮形成前の平成 26 年 7 月 7 日に、佐伯湾

鶴見地区地先の水深 4 m から水中ポンプ（32PN2.15S、（株）鶴見製作所社製）を用いて採水

し 20 L ポリタンク（WASH-N20L、（株）岩谷マテリアル社製）に収容後、水温変化を極力避

け実験室まで持ち運んだ。その後、移動による物理的衝撃による影響を除くために一晩常温・

遮光した状態で静置した後、試験に供した。曝露試験は 7 月 8 日 9：00～7 月 9 日 9：00 で

行った。曝露に用いた水槽は 100 L ポリ塩化ビニール製容器(61 cm×91 cm×21 cm)を使用し、

試験区には供試海水を、対照区に清浄海水を各 80 L 入れ海水が循環する程度に微通気し、こ

れらをウォーターバスに入れて水温変化を極力抑えて飼育を行った。供試アワビは試験容器か

らの這い出し防止のため、孔径 5 mm のメッシュ袋（50 cm×40 cm）に 40～50 個ずつ入れた

ものを複数用意し、これを各区に浸漬し、4 時間、8 時間、12 時間、24 時間経過した後回収し

た。回収したアワビは無作為に半数を抽出し死亡率を求め、残りはアワビの状態によって、ピ

ンセットでずらそうとした際に、固着して動かない個体を「正常」、動くものの触診で反応が

認められる個体を「麻痺」、触診で反応が認められない個体を「死亡」の 3 つの区に分けて、

各区 5 個ずつ固定した。ただし、サンプルが 5 個以下の場合は、得られたサンプルすべてを固

定した。サンプルの固定には予め冷蔵しておいた Davidson 液（エタノール:330 ml、ホルマリ

ン:220 ml、酢酸:115 ml、蒸留水:335 ml）を用いた。アワビ死亡率は各区の各時間経過したア

ワビを一旦、清浄海水へ収容し 24 時間以上経過した後、ピンセットによる触診で反応が認め

られない個体を死亡とし、その割合を求めた。また、アワビを回収した際には曝露海水を一部

採水し、光学顕微鏡を用いて K. mikimotoi の状態を観測後、3 回を計数し細胞密度を算出し

た。 

2 回目：曝露に用いた海水は K. mikimotoi が赤潮形成時の平成 26 年 8 月 12 日に、別府湾亀

川漁港ポンツーンの水深 4 m から 1 回目と同様の方法で採水し、20 L ポリタンクに収容後、

水温変化を極力避け実験室まで持ち運んだ。曝露試験は 8 月 12 日 9：00～8 月 13 日 9：00

で行った。供試アワビは各区 40 個とした。曝露に用いた水槽、曝露時間及び固定等は 1 回目

と同様の方法で行った。 

 

② 窒素ガスによる低酸素海水を用いた試験 

K. mikimotoi 赤潮曝露試験に用いた水槽と同じ水槽に濾過海水を 80 L 入れ、水面にポリエ

チレン製のビニール袋を密着させ、周囲を目張りした。その後、窒素ガスを圧力調整器

(MASTER VⅠ OF OXYGEN REGULATOR、日酸 TANAKA 株式会社社製)とエアストーン

を用いて海水が循環する程度に微通気することで低酸素海水を作成した。対照区はエアストー

ンを用いて低酸素区と等量の空気が出る程度に微通気した。試験は 10 月 22 日 9:00～10 月 23

日 9:00 で行った。供試アワビは各区 50 個とした。試験時間及び固定などは 2 回の曝露試験と

同様の方法で行ったが、24 時間後のサンプルについては、試験区サンプルで、すべての個体が
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死亡しており自己消化が進んでいたため、サンプリングを行わなかった。 

 

 

③ 大村湾産強毒培養株を用いた試験 

試験は、大村湾海水中から確立された K. mikimotoi 強毒株を用いた。本試験に用いた K. 

mikimotoi 培養株は松山ら（2014）に基づき、ワムシを用いた試験系（Zou et al. 2010)にて選

抜された NGU04 株である。曝露試験に供したアワビは前述のクロアワビ（殻長 20.2～25.2 

mm, 平均殻長 22.3 mm, 平均体重 1.53 g）を用いた。試験までの間、砂ろ過海水の掛け流し環

境下、脱塩した塩蔵ワカメを毎日１回適宜給餌して馴致した。 

2014 年 9 月 24 日から 10 月 1 日にかけて過年度同様に室内にて K. mikimotoi 強毒株を大量

培養して試験を実施した。 

曝露試験は K. mikimotoi 赤潮海水を 500、1000、2,500、5,000、10,000 cells/ml になるよう

にガラスフィルター（GF/C, Whatman 社製）でろ過されたろ過海水で目的の細胞密度になる

ように希釈し、500 ml ビーカーに試験海水を 450 ml ずつ分注した（n=6）。対照区はろ過海

水のみである。 

供試アワビは這い出し防止のため、目合い 5 mm のメッシュ袋（6×6 cm）に 1 個体ずつ封入

し、ビーカーに 1 個体ずつ収容し、通気を施しながらウォーターバス（25 度）に浸した状態で

28 時間後まで、30 分～1 時間おきに察を行った。アワビは適宜足をピンセットなどで刺激し、

正常、行動異常、麻痺・行動抑制状態、瀕死および死亡の 5 つの区に分けて集計した。ピンセ

ットによる触診によって反応が認められない個体を死亡と判断し、絶命時間を記録した。 

試験に供した個体は予め冷蔵しておいた Davidson 液で固定後、常法に従って組織切片観察用

資料とした。試験中の曝露海水を一部採水し、適宜 TURNER DESIGN 社製の蛍光光度計

(Model 101)を用い in vivo 蛍光値を計測し細胞密度の経過観察を行った。また、試験開始前後

に光学顕微鏡を用いて K. mikimotoi を 3 回計数して平均細胞密度を算出した。 

 

（３）結果および考察 

１）カレニア属がマガキに与える影響評価 

試験期間中のK. mikimotoi の細胞密度は、18時間後に500区：67 cells/ml、5,000区：

3,547 cells/ml、10,000区：7,360 cells/mlであり、試験終了時は500区：197 cells/ml、5,000

区：4,220 cells/ml、10,000区：10,080 cells/mlであった。曝露試験中のK. mikimotoi 細胞密

度は概ね維持できていた。試験終了時の生残率は、すべての区において91.1～97.6％であり、

K. mikimotoi によるへい死の影響はほとんど認められなかった。 

 

① K. mikimotoi 曝露によるろ水速度への影響 

曝露 18 時間後のマガキ稚貝のろ水速度は、CTL I：10.5±3.1 ml/h、CTL II：10.2±1.4 ml/h 

に対して、500 区：4.1±0.6 ml/h、5,000 区：1.4±0.7 ml/h、10,000 区：0.3±0.9 ml/h であり、

36 時間曝露後のろ水速度は CTL I：22.4±5.8 ml/h、CTL II：16.9±1.1 ml/h に対して、500 区：

7.5±2.1 ml/h、5,000 区：0.9±0.2 ml/h、10,000 区：0.3±0.3 ml/h であった（図 4-2-1 左）。曝

露 18 時間後には 500 cells/ml の低密度でろ水速度は有意に低下し(p<0.05 Dunnett test)、

5,000 cells/ml 以上になるとろ水はほぼ停止した。この影響は、曝露 36 時間経過した場合でも
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継続して見られた。このことから、低密度の K. mikimotoi 環境中でも付着直後のマガキ稚貝

は、ろ水低下に伴う呼吸・摂餌の制限を受けることが明らかとなり、高密度環境下では強いろ

水制限による成長停滞などの悪影響が生じる恐れがある。 

低塩分影響区の曝露 18 時間後のろ水速度は、LS-CTL：8.4±0.4 ml/h に対して、LS-5,000 区：

1.2±1.1 ml/h，LS-10,000 区：0.5±0.6 ml/h であり、36 時間後は LS-CTL：18.6±2.2 ml/h に対

して、LS-5,000 区：0.6±0.2 ml/h、LS-10,000 区：0.3±0.4 ml/h であった（図 4-2-1 右）。5,000

～10,000 cells/ml の密度では一貫してろ水が強く制限される等、通常海水馴致区と同様の影響

が見られ、低塩分馴致によるろ水停止への複合的な影響は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ろ過海水静置による影響回復 

ろ過海水静置 18 時間後のマガキ稚貝のろ水速度は、CTL I：17.2±2.3 ml/h CTL II：16.3±2.4 

ml/h、に対して 500 区：15.4±2.7 ml/h、5,000 区：8.9±0.9 ml/h、10,000 区：6.9±1.3 ml/h で

あり、ろ過海水静置 36 時間後のろ水速度は、CTL I：27.2±3.6 ml/h に対して、CTL II：25.0±0.9 

ml/h、500 区：24.2±3.7 ml/h、5,000 区：22.3±1.3 ml/h、10,000 区：19.7±2.4 ml/h であった

（図 4-2-2 左）。500 区ではろ過海水静置 18 時間後には CTL と同程度までろ水速度が回復し

たものの、5,000~10,000 区では対照区の半分程度までしか回復せず、有意に低い値であった

(p<0.05 Dunnett test)。36 時間後には CTL と同程度まで回復したものの、高密度区における

ろ水速度低下の傾向は依然認められた。このことから、低密度の K. mikimotoi による影響は

比較的短時間で回復するものの、高密度の場合は回復までに 18～36 時間要することが確認さ

れるなど、K. mikimotoi 曝露が高密度であるほど、悪影響が遅延する可能性が認められた。曝

露前に低塩分馴致した場合、ろ過海水静置 18 時間後のろ水速度は、LS-CTL：18.9±0.8 ml/h、

LS-5,000 区：5.7±2.6 ml/h、LS-10,000 区：6.8±1.1 ml/h であり、曝露 36 時間後の各試験区の

マガキ稚貝のろ水速度は、LS-CTL：32.0±3.0 ml/h に対して、LS-5,000 区：31.5±1.0 ml/h、

LS-10,000 区：36.8±7.5 ml/h であった（図 4-2-2 右）。高密度環境下では、回復までに 18 時

間以上要した点は通常海水馴致区と同様であったが、ろ過海水静置 36 時間後では LS-10,000

区は CTL 区に対して有意に高い回復が確認された。このことから、赤潮曝露前の低塩分の影

響は、ろ水低下の影響からの回復を促進する効果がある可能性が示唆された。対照区でも低塩

分処理後にろ水速度が有意に上昇していることから、これはマガキ特有の低塩分ストレスに対

する生理応答であると推定される。 
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図 4‒2‒1．曝露 18 時間後のろ水速度（左）と曝露 36 時間後のろ水速度（右） 

* p＜0.05 Dunnett test. 
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* 
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試験で用いた稚貝は、一般的なマガキ養殖における種苗生産工程では、付着直後の海水中で

成長させる段階に相当する。今回確認された影響が天然海域で反映した場合、K. mikimotoi 

赤潮は 500 cells/ml 程度の低密度でも付着幼生の成長悪化等の影響を引き起こし、高密度に

なるに従いその影響が増すことが懸念された。本試験結果から、数日単位での急激なへい死

は想定されないが、K. mikimotoi 赤潮へ高密度・長期間曝露された場合、摂餌や呼吸阻害に

起因するマガキ稚貝へい死の可能性も否定できない。さらに、干出処理や移送など、通常の

養殖操作をした場合はさらに想定以上のストレスによって種苗歩留まりの低下が生じる恐れ

も考えられる。従って、K. mikimotoi 赤潮の影響を考慮した種苗管理場所の設定や養殖操作

のタイミング等、本種赤潮の影響を受けにくい養殖手法を再検証する必要がある。 

 

２）カレニア属がアサリに与える影響評価 

① 山口県徳山湾赤潮海水を用いた試験 

 K. mikimotoi の曝露によって、アサリにへい死は認められなかった。曝露試験に用いた海

水中のK. mikimotoi の細胞密度は、500、10,000区で低下が確認され、500区では4時間

後に0 cells/mlとなった（図4-2-3）。LS-10,000区では、概ね設定した細胞密度が試験終

了時点まで維持されていた（図4-2-3）。しかし、試験開始直後からK. mikimotoi の遊泳は

緩慢であり、細胞の形が変形していた。これは、天然赤潮を採取してから1晩静置したことに

よって活力が失われてしまったと考えられる。500、10,000区で、K. mikimotoi の細胞密

度が低下し、試験終了後の水槽に糞もしくは偽糞が確認されたことから（K. mikimotoi 
細胞密度の明らかな低下が確認されなかったLS-10,000区でも糞もしくは偽糞を確認）、

アサリは摂餌もしくは偽糞としてK. mikimotoi を排除することが再確認された。固定さ

れたアサリの鰓組織を観察したが、形態的異常や粘液の異常分泌などの影響は確認されな

かった（写真4-2-1、4-2-2）。今回の試験から、天然赤潮においても、24時間程度のK. 
mikimotoi 曝露期間では、アサリのへい死及び鰓組織への影響に関与しないことが示唆

された。また、12時間、20‰程度の低塩分環境下でも、アサリのへい死及び鰓組織への

影響に関与しないことが示唆された。 

しかしながら、10,000 cells/ml、24時間を超える高密度K. mikimotoi 環境下による影響

については不明であり、今後の検討が必要である。また、赤潮と同時に発生することが知

られている貧酸素水塊による複合影響も併せて検討する必要がある。 

図 4‒2‒2．ろ過海水静置 18 時間後のろ水速度(左）とろ過海水静置 36 時間後のろ水速度（右）

* p＜0.05 Dunnett test. 
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図 4‒2‒3．K. mikimotoi 細胞密度の推移（徳山湾） 

写真4‒2‒1．アサリ鰓組織（HE染色） 

（左：対照区、右：低塩分環境下でのK. mikimotoi 曝露区） 

写真 4‒2‒2．アサリ鰓組織（PAS 染色） 

（左：対照区、右：低塩分環境下でのK. mikimotoi 曝露区） 

 

 ② 低塩分環境下での K. mikimotoi 強毒培養株のアサリろ水速度への影響評価 

 図 4-2-4 にアサリに対する K. mikimotoi 強毒培養株を用いたろ水速度の測定結果を示す。ろ

水速度は CTL I が平均 763 ml/個体/h、CTL II が平均 735 ml/個体/h、500 区が 726 ml/個体/h

であった。LS10-500、LS15-500、LS20-500 区はそれぞれ 607 ml/個体/h、639 ml/個体/h、623 

ml/個体/h で CTL 及び 500 区との差異は認められなかった（p≧0.05, Dunnettt test）。この

ことから、24 時間、10～20‰程度の低塩分環境下では、アサリのろ水速度に影響しないことが

示唆された。 
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しかしながら、昨年度はろ水速度への影響が確認された CTL と 500 区で今回は差異が認めら

れておらず、これは曝露期間が短かったことが考えられるため、15 分間を超える期間での影響

を検討する必要がある。また、500 cells/ml を超える高密度 K. mikimotoi 環境下による影

響については不明であり、併せて今後の検討が必要である。 

        

             図 4‒2‒4．試験区別アサリろ水速度 

 

３）シャットネラ属、カレニア属、コクロディニウム属がアワビに与える影響 

① 大分県赤潮海水を用いた試験 

試験に用いた海水中の K. mikimotoi の推移は、図 4-2-5 と図 4-2-6 に示すとおりである。1

回目、2 回目ともに対照区の海水には K. mikimotoi は確認されなかった。佐伯湾で発生した

K.  mikimotoi 赤潮には Prorocentrum dentatum が 2,000 cells/ml 程度混在しており、試験

開始当初から 24 時間後までその細胞数を維持していた。その他にも、Ceratium furca や珪藻

類も多数確認された。1 回目（佐伯湾赤潮）試験区の K. mikimotoi 細胞密度は、開始直後 164 

cells/ml であったが、その後はほぼ横ばいで推移し、24 時間後も 178 cells/ml であった。しか

し、試験開始直後から K. mikimotoi の遊泳は緩慢であり、細胞の形が変形しており、時間の

経過とともにそれらの状態の細胞数は増えていった。これは、天然赤潮を採取してから 1 晩静

置したことによって活力が失われてしまったと考えられる。 

図 4‒2‒5．K. mikimotoi 細胞密度の推移（1 回目、佐伯湾） 

 

別府湾で発生した K. mikimotoi 赤潮にも珪藻類が 1,000 cells/ml 程度混在していた。2 回目試

験区の K. mikimotoi 細胞密度は試験開始直後 2,447 cells/ml であったが、開始 4 時間後には

3 割程度減少し 1,797 cells/ml となった。その後は徐々に減少し、24 時間後には 1,633 cells/ml

であった。開始 4 時間後までは、元気に遊泳している個体が多かったが、開始 8 時間後には遊

0

50

100

150

200

0 4 8 12 16 20 24

(cells/ml)

（時間）

K. mikimotoi

H26.7.8 対照区

H26.7.8 曝露区



- 187 - 
 

泳が緩慢になった。開始 12 時間後には一旦元気に遊泳する個体が増加したものの、24 時間後

には再び遊泳が緩慢な個体が増加した。 

図 4‒2‒6．K. mikimotoi 細胞密度の推移（2 回目、別府湾） 

 

1 回目（佐伯湾赤潮）の曝露試験による死亡率は表 4-2-4 に示すとおりである。対照区は、

試験開始後 12 時間、24 時間で 1 個体ずつ死亡した以外は、すべて生存していた。試験区は

曝露開始 4 時間後で 1 個体死亡し、8 時間、12 時間までは死亡はなかったが、24 時間で 12

個体（48%）が死亡した。曝露開始後 4 時間で死亡した 1 個体については、曝露開始 8 時間

後まで麻痺した個体すら確認されなかったことから、K. mikimotoi 赤潮による死亡ではな

く、別の要因であると推察された。また、対照区において確認された 12 時間後、24 時間後

の死亡個体については、赤潮の発生が急遽見つかり、試験を開始までの餌止めが約半日程度

と不十分になってしまったことによる水質の悪化やアワビを波板から外す際の障害が原因と

考えられた。 

 

表 4‒2‒4．アワビ死亡率の推移（1 回目） 

 

2 回目（別府湾赤潮）の曝露試験による死亡率は表 4-2-5 に示すとおりである。対照区は、

すべて生存していた。試験区では、曝露開始 4 時間後の試験区では対照区に比べ麻痺の個体が

非常に多く、自ら起き上がることの出来ない個体が多数観察された。清浄海水に移して 24 時

間後では 1 個体(5%)が死亡した。曝露開始 8 時間後の試験区も同様であったが、曝露開始後 4

時間の試験区よりも更に麻痺の状態が悪化し、かろうじて反応はあるものの、固着する力はほ

とんど失われていた。清浄海水に移して 24 時間後では 14 個体(70%)が死亡した。曝露開始後

12 時間の試験区では麻痺個体の他に死亡した個体が多く見られるようになり、清浄海水に移し

て 24 時間後では 14 個体(70%)が死亡した。曝露開始 24 時間後の試験区では麻痺の個体はお

らず、正常個体と死亡個体のみ確認された。清浄海水に移して 24 時間後では 20 個体(100%)す

べてが死亡し、自己消化がかなり進んでいた。 

以上より、K. mikimotoi 赤潮による曝露時間が 4 時間までの場合、麻痺した個体は清浄海

水に戻された後に回復するが、曝露時間が 8 時間以上になると清浄海水に戻されても麻痺から

回復することなく死亡すると考えられた。また、曝露時間が 8 時間と 12 時間で死亡率に差は

ないが、曝露直後には死亡していた個体が 8 時間区よりも 12 時間区で多く確認された。これ
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は、曝露時間 8 時間で麻痺していた個体が死亡したものと推察された。しかし、その後の死亡

率に差はないことから、曝露時間が 8 時間までに K. mikimotoi 赤潮に弱い個体は傷害を受け、

強い個体でも曝露時間が 24 時間では死亡すると考えられた。しかし、曝露時間が 24 時間の死

亡の場合、赤潮による傷害だけではなく、水質の悪化による死亡も考えられる。死亡の原因に

ついては組織染色によって明らかにしていく予定である。 

 

 

低酸素試験による溶存酸素量の変化は図 4-2-7 に示すとおりである。対照区において溶存

酸素量は、7.17 mg/l から 7.48 mg/l の間で推移した。低酸素区において溶存酸素量は開始直

後が最も高い 0.72 mg/l であったが、その後減少し開始後 8 時間で最低値 0.04 mg/l であっ

た。その後、若干上昇し開始後 24 時間では 0.14 mg/l であった。窒素ガスの散気は試験開始

の 1 時間前から始めたが、完全には溶存酸素が低下していなかったために、開始直後が最も

高い値であったと考えられる。 

図 4‒2‒7．溶存酸素量の推移 

 

低酸素試験による死亡率は表 4-2-6 に示すとおりである。対照区では死亡した個体はなか

った。試験開始 4 時間後の試験区では 4 割程度の個体が「正常」で、その他は「麻痺」で死

亡した個体はなかった。清浄海水に移して 24 時間後では対照区に比べ動き回る個体が少なか

ったものの、死亡はなかった。試験開始 8 時間後の試験区ではすべての個体が「麻痺」または

「死亡」しており正常な個体はいなかった。「麻痺」の個体も、「死亡」との判断が難しいほ

ど、かすかな反応しか見られなかった。清浄海水に移して 24 時間後では死亡した個体が増加

していたものの、「麻痺」からは回復していた。試験開始 12 時間後の試験区では「麻痺」個体

の反応がより弱くなり、「死亡」個体も増加した。清浄海水に移して 24 時間後では、「死亡」

個体と「正常」個体が見られ、「麻痺」からは回復していた。 

 

表 4‒2‒6．アワビ死亡率の推移（低酸素試験） 

表 4‒2‒5．アワビ死亡率の推移（2 回目）
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1 回目（佐伯湾赤潮）の曝露試験に比べ、2 回目（別府湾赤潮）の曝露試験の方が曝露開始

から短時間で麻痺または死亡する個体が多かった。これは 1 回目の曝露試験に比べ 2 回目の曝

露試験の方が K. mikimotoi の細胞密度が高かったことが要因の一つであると考えられる。こ

こで、どちらの場合も単一の K. mikimotoi 赤潮ではなく、珪藻類や他の渦鞭毛藻も多数混在

していたことに留意するべきであろう。また、2 回目（別府湾赤潮）の曝露試験のために採取

した K. mikimotoi 赤潮の周辺では、天然のアワビやサザエに被害が認められた。 

2 回目（別府湾赤潮）の曝露試験によるアワビの死亡率と低酸素試験によるアワビの死亡率

はほぼ同様であった。しかし、試験中のアワビの状態はかなり異なっており（写真 4-2-3）、

赤潮曝露試験後のアワビは曝露直後、上足や上足触角を広げている個体が多いのに対し、低

酸素試験後のアワビは、上足や上足触角が退縮し、明らかに弱っているように見えた。すな

わち、赤潮曝露試験後のアワビは、正常～麻痺とみられる個体が多いのに対し、低酸素試験

後のアワビは、麻痺～死亡とみられる個体が多かった。それらの組織切片を比較したところ

(図 4-2-8)、共に鰓組織の損傷が確認された。赤潮曝露試験では K. mikimotoi による傷害の

可能性が示唆されるが、低酸素試験は死亡後に自己消化による鰓組織の自己分解が始まって

いた可能性が考えられることから、サンプリングのタイミングなどについて、再考する必要

がある。 

写真 4‒2‒3．試験開始 12 時間後における各試験によるアワビの様子の違い 

 

 

 

図 4‒2‒8．曝露開始 8 時間後の鰓組織差異（バーは 100 μm）  

 

対照区 8/12 赤潮曝露区 麻痺個体 10/22 低酸素曝露区 麻痺個体 

8/12 赤潮曝露区 10/22 低酸素曝露区 



- 190 - 
 

② 大村湾産 K. mikimotoi 強毒培養株を用いた試験 

 図 4-2-8 にクロアワビに対する K. mikimotoi 強毒培養株を用いた曝露試験結果を示す。昨

年度エゾアワビに対し強い致死活性を示した大村湾産培養株の K. mikimotoi はクロアワビに

対しても短時間で強い致死活性を示した。へい死に至る時間と細胞密度との間には明瞭な逆相

関が認められ、dose-curve に基づく強い魚毒性が確認された。10,000 cells/ml では 13.7 時間

で、5,000 cells/ml では 21.25 時間で供試した個体が全滅した。2,500 cells/ml 以下ではへい死

に至る時間が遅延するものの、1,000 cells/ml でも 26.16 時間で全滅した。へい死は 500 cells/ml

でも観察され 6 個体中 2 個体のへい死が認められた。 

エゾアワビを用いた試験時は 24 時間での半致死濃度が 2,500 cells/ml であるのに対し、クロ

アワビを用いた曝露試験時は 1,000 cells/mL 以下となっており、エゾアワビと比べクロアワビ

の方が天然赤潮海水よりも高い感受性を示した。類縁種である二種間で感受性に大きな差が見

られたことから、今後、他の磯根資源対する魚毒性の検討を繰り返し実施することによって本

評価系の妥当性について検討していきたい。 

 培養された K. mikimotoi に曝露されたクロアワビは、昨年実施したエゾアワビと同様の異

常行動を示したものの比較的応答は小さいまま、へい死に至った。へい死機構については大き

な差異はないものと考えられ、天然赤潮曝露試験後に見られた負の影響についても同様に発生

すると考えられる。 

図 4‒2‒8．K. mikimotoi 強毒株に曝露されたクロアワビの生残曲線 

 

（要約） 

 表 4-2-7 に本年度のすべての試験結果を要約した。マガキ、アサリについては低塩分環境下

での K. mikimotoi 曝露が生残等に与える影響を試験し、アワビについては K. mikimotoi 曝

露が与える影響に加えて低酸素環境が与える影響も試験した。マガキとアサリについては、

K. mikimotoi の最高細胞密度に近い曝露密度においても、少なくとも 24～36 時間程度では

へい死が発生しないことが判明した。従って、二枚貝漁場において降雨等による低塩分環境に

さらされている際に、赤潮が漁場へ流入したとしても両者の相乗作用によって、へい死率が著

しく上昇するとは考えにくい。一方、ろ水速度で評価した場合、マガキ付着直後稚貝では 500 
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cells/ml 以上でろ水速度の低下が発生するが（大村湾産強毒培養株）、36 時間後には回復す

ることが判明した。こうした条件が長期化すると、摂餌、呼吸、成熟への影響を与えることが

示唆された。また、マガキ、アサリともに低塩分ストレスによるろ水速度の低下は確認され

ず、少なくとも両者については低塩分ストレスによりろ水活動は阻害されないことが示唆され

た。 

K. mikimotoi の赤潮では、磯根資源の重要魚種であるアワビの大量へい死が観察されてい

るが、今回の試験結果においても、K. mikimotoi の天然赤潮、人工培養株のいずれもクロア

ワビに対して強く致死活性を示した。また、低酸素がアワビに対して極めて強く致死活性を示

すことが室内試験で確定された。今後アワビのへい死機構に関してさらに精査するとともに、

同様に被害が集中しているトコブシやサザエ等の巻貝に対する影響も検討する必要がある。 

 

表 4‒2‒7．カレニア属が貝類に与える影響評価（総括） 
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