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フィールドサイエン
スセンター初  の、

研究秘話ムービー
誕生！

三重大学生物資源学部附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエン
スセンター、通称“FSC”。ここでは、循環型社会の確立と地球環境問
題の解決のために、情熱を捧げる人間たちがいる。
糖度20度の果実、「緑のダム」という誤解、名前のない魚たち、そして、海
上から見る360度の虹…。
この物語は、FSCに携わる研究者たちによって明かされた、衝撃の研究秘話である。

INTRODUCTION

柑橘産業が盛んな三重県紀南エリア。さまざまな種類の柑橘類を栽培しているが、

このところ、外国産の安価な商品に市場はおされ気味だった。しかし、以前から

地元のみで消費されていたある種のミカンが注目を浴び始めていた。

同じ頃、津市美杉町の山の中を歩く男がひとり。森の音を聞き、流れる水を眺め、

山全体に注意する。しかし、ある地点まで来たとき、彼は突然道を外れ、おもむ

ろに水の中に飛び込んだように見えたのだが―？！

穏やかな英虞湾に浮かぶ座賀島に建つ、１つの実験施設。その一室には、ある生

き物の標本がおよそ 2,700 種、34,000 点も集められているという。その中には名

前のないものも含まれている。いったい誰が何の目的で集めているのか…。

時は遡り、2004年某日。航海中の１隻船の底が破損し、「あわや浸水か！」とい

う事件が起きた。幸運にも、近くの港に寄航することができたため、乗組員たち

の命は守られたが、この出来事により新船の建造が加速度的に進んでいくことに。

そして、さまざまな問題を乗り越え、2009 年春、新船が母港・松阪港を出航しよ

うとしていた。

三重大学生物資源学部附属紀伊・黒潮生命地域フィールド

サイエンスセンター、通称“FSC”。ここでは、循環型社会

の確立と地球環境問題の解決のために、情熱を捧げる人間

たちがいる。

糖度20度の果実、「緑のダム」という誤解、名前のない魚

たち、そして、海上から見る360度の虹…。

この物語は、FSCに携わる研究者たちによって明かされた、

衝撃の研究秘話である。
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三重大学大学院生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター、通称“FSC”。

ここでは、食料問題・環境問題解決のために、情熱を捧げる人間たちがいる。

糖度20度の柑橘、イメージだけでは語れない森林、名前のない魚たち、

そして、海上から見る360度の虹…。

この物語は、FSCに携わる研究者たちによって明かされた、衝撃の研究秘話である。
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勢水丸内田船長

連携

実習

特別講義

教育・研究

Networking FSCの位置づけ

ダミーです。通称 FSC。農場や演習林、水産実験所などから成り、その総面積は三
重県の○％を占める。学部学生の実習教育の他に、共通教育のセミナーや所属教員
および学部教員、専攻学生のフィールド研究の場としても利用されている。さらに、
最新型の練習船「勢水丸」を保有。この大型練習船の保有大学は、中部地区では今
のところ三重大学だけである。

志摩市志摩町和具
松阪市大口町（実習船基地）

津市高野尾町

Mie PrefectureMie PrefectureMie PrefectureMie Prefecture

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター 
通称「FSC」

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター 
通称「FSC」

His to ry

Mie PrefectureMie Prefecture

循環共生総合科学・地域環境総合科学・食資源総合科学部門を有し、
紀伊半島全域と黒潮流域に広がる山から海までの生態系を対象に、
人間と自然との共存を目指す総合科学の実習教育・研究施設。

大学院生物資源学研究科

附属教育研究施設 紀伊・黒潮生命地域
フィールドサイエンスセンター

附帯施設 教育研究部門

循環共生
総合科学部門

地域環境
総合科学部門

食資源
総合科学部門

教
育

生きる力を育む

フィールドサイエンス教育

研
究

地域を支援する

フィールドサイエンス研究

貢
献

民間との恊働による

センターの地域・

国際貢献

奥田教授

ダミーです。通称 FSC。農場や演習林、水産実験所などから成り、その総面積は三重県の○％
を占める。学部学生の実習教育の他に、共通教育のセミナーや所属教員および学部教員、専攻
学生のフィールド研究の場としても利用されている。さらに、最新型の練習船「勢水丸」を保有。
この大型練習船の保有大学は、中部地区では今のところ三重大学だけである。

津市・熊野市・
伊賀市・御浜町・
三重県

環太平洋
東アジア・東南アジア

米国/サム・ヒューストン大学

タイ/チェンマイ大学

ベトナム/カントー大学

フィリピン/稲作研究所

名古屋大学

生物資源学部

資源循環学科
共生環境学科

生物圏生命科学科

三重大学
放送大学

スーパーサイエンス
ハイスクール（SSH）

附属練習船 勢水丸

演習林

水産実験所

農場

附属練習船 勢水丸

演習林

水産実験所

農場

●作物実習
●施設園芸実習
●果樹実習
●畜産実習
●農産加工実習
●農業機械実習 など

●渓流保全・林道実習
●森林育成学実習
●森林資源環境学実習
●測量学実習 など

●乗船実習
●海洋生態学実習
●環境科学実習
●応用行動学実習
●生物海洋学実習
●海洋個体群動態学実習
　　　　　　　　　など

●臨海実習
●生物圏フィールド
　サイエンス実習
●浅海増殖学実習
●藻類学実習 など

連携

実習

特別講義

教育・研究

沼本准教授 木村教授

三重大学
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STORY

三重大学上浜キャンパスより西北約9.5km。

そこに足を踏み入れると、目に飛び込んでく

るのは広大な水田、多くの作物が育つ畑、果

樹園、ズラリとならぶガラス温室、茶園、風

車…。それが附帯施設農場である。ここで行

われているのは学生の実習だけではない。農

業生産に関するさまざまな研究が繰り広げら

れているのだ。それは、新しい果樹や市場に

ほとんど流通していなかった柑橘類、稲・大

豆の品種、光合成、食品加工など多岐にわたる。

それらのうちの一つが亜熱帯果樹「アテモヤ」

の栽培技術の研究であり、宮崎県のマンゴーの

ように、三重県発ブランドとしていきたいと

考えている。

また、教育ファームとして近隣の小学校を受

け入れたり、食育教育の拠点としても展開す

ると同時に、敷地内に直売所を建て、農作物

や加工品の販売も実施。社会貢献や地域連携

という面においても、今以上に「開かれた農場」

を目指している。

STAFF WORKS

三重県は南北に長い地理的特徴から、

中北勢の落葉果樹、紀南地域のカン

キツ栽培が盛ん。この温暖な気候を

利用して亜熱帯性果樹の栽培が大い

に期待でき、地域の農業振興に大い

に役立てるものと考えています。

これから世に出て日本人の食をます

ます豊かにしてくれそうな亜熱帯果

樹・アテモヤ。口に入れると芳醇で、

カスタードクリームのようなまろや

かな食感。生で食べることはもちろ

ん、冷凍したものを解凍すると、生

食とはまた異なる味が楽しめます。

このアテモヤの導入と栽培技術の開

発に取り組んでいます。

イネやダイズ、イモの収量を向上さ

せるには、炭水化物を生成する生理

反応である「光合成」反応の量的増

大が一つのポイントとなります。

実際の水田や畑で育つ農作物の「光

合成」量を増加させるためには、「光

合成」を行う葉の量やその傾き、更

には、葉の中に含まれる栄養分や水

分の量を適正に保つことが、極めて

重要となります。

これらの最適バランスに、農作物の

品種間で違いがあるのか？あるいは、

このバランス関係は栽培環境によっ

て変化するのか ? これらの疑問を明

確にするため、日々田んぼや畑に行っ

て農作物の成長量ならびに各器官の

形態的特徴を調査しています。

生食派？  or  シャーベット派？

PRODUCTION NOTES

教授　 奥田　均

穀物の自給率アップを目指して
  准教授　長菅 輝義

松阪牛たちのエサを降
ろしているところに遭
遇。その大きさにビッ
クリ！

DATA BASE
■ 総 面 積
■ 所 在 地

35ha
津市高野尾町2072-2

chapter2 

農場 chapter1

なぜか牛舎から聞こえ
てくるラジオの音声。
牛たちがラジオを聴い
ているのか？？実は、
人間に慣れるためにラ
ジオを流しているのだ
とか。

農場には羊ブラザーズ
も暮らしている。食事
時間になり、小屋に戻っ
てきた彼らを熱く撮影
する男たち。羊タイム
はしばらく続いた…。

Expe r imen ta l
Fa rm
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STORY

教科書やメディアなどから得る情報だけで、

勝手にイメージを思い描いていることは少な

くない。森林に関わる問題もその一つ、本当

におこっている現象は実際に現場に来てみな

いと分からないことが多い。

附帯施設演習林に設置された量水堰堤。一人

の男が渓流の流量を測り、連続した森林水文

データを取っている。その結果得られるのは、

変遷する森林がどのような状態のときどれく

らいの効果をもたらすかを考える基礎データ。

「森林がある」ということに対し、水を溜め込

んでいるような印象を持つ人も多い。しかし、

実際には森林そのものが水を消費するので、

量としての水資源は若干減ることになる。土

壌をゆっくりと浸透する効果により使いやす

い水資源となることに重要な意味がある。

森林は多くの顔を持つ。山も川も土もずっと

その場に同じ状態にあるのではなく、常に変

化している。人々は、自分が思い描いていた

森林のイメージと実際には違うということに

目を向け、そのバリエーションに気づくこと

ができるだろうか―。

PRODUCTION NOTESDATA BASE

面 積

所 在 地
建 物

■

■
■

457haうち天然生林（モミ、ツガ、ミズナラ、ブ
ナ他）262ha、人工林（スギ、ヒノキ、カラマツ、
クヌギ他）166ha
三重県津市美杉町川上2735
管理棟学生宿泊施設、機械庫兼雨天作業室、
車庫、危険物保管庫、硝子室

演習林 chapter2
Forest
S ta t ion

ガードレールの下
をのぞくと…想像
以上に高い！

切り株から新芽を
探しているとこ
ろ。みんな楽しそ
う。

量水堰堤（えんてい）
での名シーンは、
このように撮影。
足場の悪さも何の
その、軽やかな沼
本先生。

STAFF WORKS

山地から流れる河川に対して森林が

どのような役割を果たすか、という

問題を調べるため、平倉演習林に森

林水文試験流域が設置されました。

森林はゆっくりと成長し長い時間を

かけて状態が変化するので、水文観

測も長期間つづけてはじめてその影

響が評価できます。「ぬたの谷」流域

では1987年に観測が開始され今に

至っています。特に、量水堰堤での

観測精度を維持するため、定期的に

巡回点検し、水位の補正を行うこと

が重要です。

デジタル技術で森林を把握
 教授   松村 直人

ゆっくり成長する森林を観測
准教授　沼本 晋也

量水堰堤で水位ゲージ値の確認

「チーム計測」は広い森林の状態を把

握するために、人工衛星や航空機を

利用したり、地上調査を行ったりし

ます。演習林には 50年以上も継続し

て測定している固定試験地がありま

す。一番古い木は文化7年（1810）に

当時の藩主藤堂高光の命により植栽

された200年になる「藤堂スギ」です。

木を測る技術も進歩して、例えば木

の高さは、手は届かなくても超音波

やレーザーを使って、距離や高さを

ボタン操作一つでデジタル計測でき

ます。

私達と一緒に挑戦してみませんか？
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［ 農　場 ］
［ 演 習 林 ］
［水産実験所］
［練習船勢水丸］

STORY

三重大学水産実験所・木村清志が海外出張の

準備をしている。東南アジアの魚類の研究者

に対し、分類学の手法を指導するためである。

その分野において、東南アジアは他の地域よ

り遅れているのだ。近い将来、他のアジア諸

国の研究者と肩を並べることができるよう、

木村は魚類研究者育成プロジェクトの一旦を

担っていた。タイ、ベトナム、フィリピン、

マレーシア…。年に何度か訪れる。

同時に、東南アジア各国の魚類標本を集め、

図鑑編集も行っている。この 30 年程で珊瑚礁

の魚類図鑑は登場したものの、その他の魚の

図鑑がないのだ。そこで、この地域の研究者

の教科書的役割を担う図鑑を執筆。

これらの取り組みによって、東南アジアの研

究者の考え方や研究姿勢が、今、変わりつつ

ある。

PRODUCTION NOTESDATA BASE
■ 総 面 積
■ 所 在 地
■ 標 本 数

15,262㎡（建物延べ1,118㎡）
志摩市志摩町和具4190-172
約34,000点

chapter2 

水産実験所 chapter3

Fisheries  Research
Laboratory

STAFF WORKS

水産実験所で泊り込みでの研究をし

ていると、夜間は周囲１kmくらいは

まったくの無人になることがありま

す。英虞湾は内湾なので打ち寄せる

波も無く、魚の跳ねる音はおろか、

カニの歩く音、夜露の降りる音まで

聞こえてくるのではないかと思える

ほど静寂です。屋外灯を消せば、見

渡す限り人工の灯は無く全くの暗闇

です。その一方で、夏や冬など星の

多い季節には、たとえ新月でも星明

かりで地面に影が出来る事があり

びっくりします。このような環境はそ

うそうあるものではありません。“ない”

事の中にどれだけの事が “ある” か、

そういう贅沢を味わうことができます。

“ない” という中にある贅沢
准教授　淀 太我

水産実験所が所蔵している魚類標

本は、体長1 cmにも満たないハゼ科

の魚から2 mを越えるミツクリザメま

で、約3万4000点が登録されていま

す。種数にすると約2,700 種で、北は

サハリンから南は南アフリカ、東は

中米コスタリカ、西はイスラエルま

でのほぼ全世界の魚が標本になって

おります。日本産ほか東南アジア諸

国からの標本が約 6,200 点、タンガ

ニイカ湖の標本も約700点保管されて

います。このような標本は魚類の多

様性研究に盛んに利用され、水産実

験所の標本を使った新種は25 種、日

本初記録の魚は6種に及びます。

魚！さかな！サカナ！圧巻の魚類標本
教授  木村 清志

たくさんの標本の中から、ま
だ名前がついていない新種や、
思い入れのあるものなどを瓶
から出して見せていただいた。
見た目はほぼ同じだが、よく
見ると線の入り方が違うこと
が判明したものもあった。

（図書館のような）移
動棚を利用して限られ
たスペースに膨大な標
本が驚くほど整理され
て収められている。

急きょキャスティング
されたサメ君は体長
89cm。見た目は滑ら
かに見えても、触って
みると、やはり鮫肌！
この後、彼は標本にさ
れる運命に…。
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STORY

中部地区唯一の大学の練習船「勢水丸」。主に

伊勢湾から本邦南方、北太平洋、東シナ海ま

で就航し、「海洋の動く実験・研究室」として、

生物資源学研究科だけでなく、地域の海洋・

水産研究の中核施設としての活躍も期待さ

れる。

実はこの勢水丸は２代目。28年間活躍した初

代・勢水丸が引退し、2009年春に現在の勢水

丸が誕生したのだ。

とにかくこの新勢水丸がスゴイという。海洋

大気観測設備や漁ろう設備が充実しているの

はもちろん、海洋ブロードバンド通信、高率

よい電気推進システムなどを搭載。何よりジョ

イスティック１本で360度自由自在に旋回操作

できるのである。

そして、勢水丸のスゴさは、これらのハード

面だけではない。船とともに泳ぐイルカの群

れ、海面に姿を現わすスナメリ、360度見渡せ

る虹…。陸上では味わえない感動を、目の当

たりにすることになる。

PRODUCTION NOTES

DATA BASE
長さ（全長）
長さ（登録）
長さ（垂線間長）
幅（型）
深さ（型）
計画満載喫水（型）
総トン数
国際トン数
資格及び航行区域
航海速力
定員（合計）
推進電動機

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

50.90m
42.71m
42.50m
8.60m
3.75m
3.30m
318トン
491トン
JG、国際航海・A3水域
12ノット
44名
1,000kW×1台

勢水丸
練習船

chapter4
Training Sh ip
“SE ISU I  MARU”

STAFF WORKS

伊勢湾は半閉鎖的な湾で、夏季には

広範囲にわたって貧酸素水塊が発生

します。このような海域の底泥は、

いわゆるヘドロ状態。このような環

境では、酸素を必要とする一般的な

底生生物は棲息できず、このような

底泥における物質循環には微生物が

大きく関与します。勢水丸では、備

えられた採泥器を用いて底泥サンプ

ルを採取できます。

また、多項目水質計を利用すること

で、現場の水温、塩分溶存酸素など

の環境因子と底質との関係を調べる

ことも可能。私たちは定期的に水質・

底質を分析・評価するとともにその

変動に関与する微生物の動態を調べ、

伊勢湾の環境を改善するための研究

を行います。

三重県が面する海､伊勢湾・三河湾、

そして熊野灘には、それぞれハクジ

ラ類の仲間であるスナメリ（体長２ｍ）

やマッコウクジラ（体長15ｍ）などの

鯨類が多く生息しています。これら

の高次捕食者の動態を把握すること

は、海の生態系を理解し守るために

もきわめて重要です。勢水丸を使っ

て目視調査を中心とした生態調査を

行い、こうした動物たちの動向をモ

ニタリングするとともに、新たに装

備された海底地形探査装置や計量魚

群探知機なども活用して、彼らが伊

勢湾・三河湾､熊野灘をどのように利

用しているかを探ります。

伊勢湾の環境改善を目指せ！
教授　前田 広人

追跡！マッコウクジラ
教授  吉岡　基

尾びれをあげて深い潜水にはいるマッコウクジラ（熊野灘にて）

船上では、口笛を吹いてはいけないという慣わしがある。それは「吹く」
という行為が、「風が吹く」につながるため。このように、船上には船上
のルールがあり、ときに厳しいこともあるが、それらは全て安全な航海
を行うためのもの。船での生活を経験することで、社会性やルールが身
につくのだとか。
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STAFF

配　　給

制　　作

企　　画

映　　像

写　　真

協　　力

国立大学法人 三重大学大学院生物資源学研究科
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577

株式会社コミュニケーションサービス
〒514-0004 三重県津市栄町 2-420　TEL 059-228-1500

有限会社メディアスタイル
〒514-0004 三重県津市栄町 2-420　TEL 059-213-7400

株式会社メディアコア
〒516-0014 三重県伊勢市楠部町 248-1　TEL 0596-21-1300

阪本博文

附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター

● 農場

● 演習林 

● 水産実験所

● 附属練習船 勢水丸
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