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　（独）水産総合研究センター中央水産研究所
では、6研究部、2研究センターにおいて水産
業のための研究開発を推進しており、その内
容は水産資源、海洋環境、増養殖をはじめ、
経営経済、利用加工、内水面等多岐に亘って
います。得られた研究成果は学会等に新たな
科学的知見として公表すると共に、水産施策
や漁業等産業への利活用を図ることが必要で
すが、この点において、成果の広報、普及が
大変重要になってきます。
　私たちは、ホームページの充実、研究所の
一般公開や施設ホール等を利用した研究成果
のパネル展示、資料配付等により、成果の広
報等に努めているところですが、これらに加
えて平成15年から、年度ごとの主要な研究成
果をまとめた「研究のうごき」を発刊してお
ります。これは、研究課題ごとにその目的と
重要性、用いた方法、得られた成果とその波
及効果を判りやすく解説した冊子であり、各
専門分野における主要な研究成果についての
情報が得られるとともに、ご一読戴くことに
より、多岐に亘る当所の研究業務が概観でき
るものと考えております。
　このたび、「研究のうごき」第7号をお届け
する運びとなりました。簡潔に分かり易く記
述・編集すること等を心懸けておりますが、
さらに工夫を重ね、より充実した内容に進化
させたいと考えております。読者の皆様に
は、本誌を益々ご利用戴くと共に、ご指導・
ご鞭撻を賜ることができれば幸いに存じます。

平成21年11月

所　長　内田　卓志
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　国産サケの市場への流通は決して順調では
ありませんでした。国際経済の波に翻弄され
長期的な価格低下が続いた経緯を分析し、価
格の安定化および国産サケの増殖戦略を練ら
なければなりません。個々のふ化放流事業の
現場が取り組む戦略と国産サケの輸出を軸と
したグローバル戦略及び国内市場を対象とす
るローカル戦略を結びつける方向性を明らか
にし、国産サケ資源を支えるふ化放流事業の
役割を考えました。

結果と解析
【市場の動向分析】
　塩蔵サケの原料として1970年代まで価格の
高かった国産サケは、回帰資源と輸入サケの
増加の影響を受け1980年代から価格が低下し
ました。1990年代に消費者の嗜好が塩蔵から
生鮮に移り、国内市場では供給が需要を上回
り価格低下が続きました。しかし、低価格化
したことで中国に輸出されたサケは加工され、
EU向けに輸出されました。このようにグロー
バル商材化したため、2000年代前半から輸出
が価格を下支えし、価格回復が見られました。
【能動的な戦略の検討】
　価格低下の原因は国内市場への供給過剰と
消費者ニーズへの対応の遅れと把握されまし
た。北海道の消費者へのアンケート結果から、
国産サケは高鮮度、高品質と価格が購入の必
須条件です。安全な商品づくり（HACCP対
応）、エコラベル認証への取り組み、省エネ漁

業である定置網漁業による資源の安定的確保
が国産サケの戦略に重要です。特にHACCP対
応の安全な商品づくりは国内への製品供給に
もつながります。
【グローバル視点の戦略を!】
　安定した回帰の継続による国産サケが国内
外の市場へ適正な価格で流通することは、ふ
化放流事業に必要な増殖経費の安定化につな
がります。つまり、ふ化放流事業のローカル
戦略を構築するためには、世界の動きを読み
取るグローバルな視点の戦略が必要です。

波 及 効 果
　本研究の成果から、国産サケは増殖から漁
業・流通を通じてグローバルな戦略をとるこ
とによって、国内市場の需要拡大につながる
ことが期待されます（図1）。

水産経済部　水産政策研究員　清水　幾太郎

研究課題名：国産さけ・ます類の安定的需給に必要な経営経済的条件の解明

実 施 年 度：平 成  18 ～ 22  年度

国産サケ市場の生き残り戦略とは？
～グローバルとローカルの視点～

図1.国産サケのグローバル戦略とローカル戦略

発　　表
１. 清水幾太郎（2009）：ふ化放流事業のローカル戦略によ
って支えられる国産サケのグローバル戦略. 国際漁業研
究 第8巻第1-2号：95-104.

２. 清水幾太郎（2009）：秋サケを巡る環境変化に増殖事業
の現場はどう対応してきたか. 漁業と漁協 8月号：22-25.
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　これまで刺身として白身魚のヒラメ・マダ
イなどが多く消費されてきた韓国ですが、1980
年頃から赤身の冷凍マグロが刺身として利用
され始め1990年代以降刺身マグロの消費量が
増加しています。現在の同国の刺身マグロの
消費動向を把握しました。

結果と解析
　マグロはトロと赤身の両方を好む点が日本
と似ています。しかし、歯ごたえのある部位
（かま肉、ほほ肉など）やメカジキの消費が多
く、また、刺身マグロ流通が日本のように卸
売市場主体ではなく、超低温マグロ漁船を有
する大手水産会社が自らの加工場から料理店
やスーパー・百貨店に卸している点が、日本
と異なります。
　消費の地域間格差が大きいことも特徴です。
国内最大の水揚地であるプサン市では白身魚
が入手しやすいので赤身マグロの消費が人口
の割に少ないのですが、大量の水産物が集ま
るソウル市では、一定以上の所得階層を中心
に消費が多くなっています。大手水産会社が
卸す刺身マグロの7割以上がソウル市に向けら
れます。
　2009年2月に男女400人ずつのソウル市民を
対象に、インターネットによる消費動向調査
を行ないました。はじめて食べた時期は、20
～30歳代では2000年以降、40歳代以上では
1990年代が多いという結果でした（表1）。食べ
た場所は、韓国式のマグロ専門店、食べ放題

の店（バイキング）、寿司屋の順であり、つま
り外食が圧倒的に多く家庭内で食べた比率は
僅か6％という結果でした（表2）。

波 及 効 果
　韓国は、日本、米国に次いで刺身マグロの
消費量が多い国です。地中海産蓄養クロマグ
ロ生産量が減少して韓国への供給が減ること
が予想されますので、日本産養殖クロマグロ
の韓国への輸出が期待されます。

水産経済部　国際漁業政策研究員　松浦　勉

韓国における刺身マグロの消費動向

研究課題名：東アジアにおける刺身マグロの需要動向に関する研究

実 施 年 度：平 成  20 ～ 21  年度

表

表
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　日本周辺海域で漁獲される水産物の食の安
全性を確保するため、海産生物中の人工放射
性元素の濃度をモニタリングしています。こ
れまで、検出されている人工放射性元素は人
体へ影響を及ぼさない極めて低濃度で推移し
ていることを確認しています。また、人工放
射性元素の蓄積について、生物特異性や体内
での蓄積特性を明らかにしてきました。なか
でもイカやタコなどの頭足類の肝臓からは、
他の魚種では見られない、コバルト（Co-60）
や銀（Ag-108m）が検出されています。海藻
類は一般に金属元素を高濃度に蓄積すること
がわかっており、海水中の微量の人工放射性
元素を濃縮する可能性があります。これらの
蓄積特異性をさらに詳しく解明するため、平
成18年度より頭足類と藻類について、蓄積に
関与しているタンパク質や低分子化合物の特
定を行なってきました。

方法と結果
　放射性銀（Ag-110m）を用いたクロマトグ
ラフィー（多成分混合物から各成分を分離分
析する方法）により、銀と結合するタンパク
質をスルメイカの肝臓よ
り精製しました。精製タ
ンパク質のアミノ酸配列
を解析し、呼吸をになう
タンパク質ヘモシアニン
と同定しました（図1）。
　潮間帯で採取される褐

藻および緑藻類を低濃度の人工放射性元素を
含む海水中で培養し、藻体への放射性元素の
蓄積を放射線を画像化する方法により検出し
ました（図2）。この検出法により、食用とさ
れていない海藻の一種はストロンチウム（Sr-
90）を効率的に取り込むことがわかりました。
今後は培養条件を検討し、吸着したストロン
チウムを藻体より回収することを試みます。

波 及 効 果
　人工放射性元素の生物蓄積特性を詳細に解
析することで、不測の事態が生じた時に、ど
のような生物のどの部位を分析すべきかを判
断するための基礎的な知見を得ることができ
ます。また、人工放射性元素を特異的に蓄積
するタンパク質や化合物を発見することで、
汚染海域の浄化技術や低濃度の金属元素を海
水中から回収する新技術へつなげていくこと
が期待されます。

海洋生産部　海洋放射能研究室　藤本　賢

頭足類と藻類への人工放射性元素の蓄積機構の解明

図2.放射線ストロンチウム添加海水で培養した海藻
類（左）と、その放射線画像（右）。放射線元素を
多く含む箇所ほど黒く検出される

図1.スルメイカより精
製したヘモシアニンの
立体構造モデル

研究課題名：人工放射性核種の頭足類における蓄積機構と藻類における吸着機構の解明

実 施 年 度：平 成  18 ～ 22  年度
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　環境変動がマイワシなど浮魚資源に与える
影響を解析するためには、魚類の直接の餌料
となる動物プランクトン、特にカイアシ類の
個体数やサイズ組成のデータが不可欠です。
しかし、動物プランクトンのデータは、計測
に時間と労力が必要なため利用可能な情報は
限られていました。卓上式ビデオプランクト
ンレコーダー（B-VPR）を用いて、小型浮魚
類、特にマイワシ資源が大きく変動した1970
年代から1990年代にかけ
ての大量の動物プランク
トン試料を計測し、餌料
や環境が資源変動にどの
ような影響を与えていた
のか明らかにすることを
目的としています。

方　　　法
　中央水産研究所では1940年代からマイワシ
など小型浮魚類を対象とした卵稚仔調査を実
施していますが、1960年代以降に採集された
大量のプランクトン試料が保管されていまし
た。そこで中央水産研究所が開発してきた
B-VPR（図1）を用いて、この大量の試料の計
測を行いました。　

結果と解析
　現在もマイワシ主産卵場となっている土佐
湾を含む四国沖を中心に、この1年間で1000サ
ンプル以上を分析しました（図2）。その結果、

黒潮の内側・外
側に限らず、
1970年代以降、
1990年までカイ
アシ類の個体数
が減少している
こと、2mm以上
の大きなサイズ
のカイアシ類と

それ以下のサイズで変動パターンが異なって
いたことが分かりました（図3）。今まで潮岬
沖などの限ら
れた観測点で
同様な結果が
報告されてい
ますが、今回
の結果から黒
潮周辺海域で
一般的・広域
的に起きてい
た現象であることが示されました。（これはカ
イアシ類の長期変動が気候変動の影響を受けている
可能性を示唆した過去の報告を裏付けるものです）

波 及 効 果
　資源変動予測の精度の向上、モデルを用い
た解析へのパラメータの提供、さらにプラン
クトンデータベースとして公開していくこと
も検討しています。

海洋生産部　物質循環研究室長　市川　忠史

卓上式ビデオプランクトンレコーダー（B-VPR）
によるプランクトンの大量計測から見えること

図1.B-VPRの全景

研究課題名：VPRによる黒潮・黒潮続流域の動物プランクトン群集構造の長期変動解析

実 施 年 度：平 成  19 ～ 23  年度

発 　 　 表
市川ほか（2009）Bench-top VPR（B-VPR）を用いたホルマリ
ン液浸動物プランクトン試料の計測. 水産技術. 1（2）. 13-23.

図2.計測した測点
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　カタクチイワシは傷みやすく生食用での流
通が少なく、大部分が養殖餌料や煮干しで利
用されています。そして脂の無い方が良質の
煮干しに加工できるため、脂の少ない方に高
値が付きます。このため、いつ、どこで、ど
のくらいの脂を持ったカタクチイワシが水揚
げされているのかを明らかにしようと解析を
進めました。

方　　　法
　主要水揚げ港での漁獲物や沖合調査の採集
物を試料として収集しました。粗脂肪含有率
は比重法（小林, 2003）により計測しました。
千葉県水産総合研究センターから提供された
データも含め解析し、既存の資料と解析結果
から、粗脂肪含有率別漁獲量を推定しました。

結果と解析
　図1から、南の海域で脂が少ない傾向が見て
取れます。また、漁獲量の多い時期には脂の
乗ったものが多い傾向がどの海域でも見られ
ます。煮干し等の加工に利用可能なカタクチ
イワシの粗脂肪含有率は概ね2%以下であるこ
とから、2%を閾値として漁獲量の分布状況を
まとめました（図2）。最も漁獲量の多い常磐・
房総では脂の多い魚体が中心でしたが、西日
本では脂の量からは加工向きの魚体が多いと
言えます。ただし冬春季に西日本で漁獲され
る大型のカタクチイワシは、回遊と産卵で疲
弊し脂が落ちてはいるものの生殖腺が大きい

ため単純に煮干し加工向きとは言えませんが、
脂のない特性を活かした利用方法を考えるの
が良いと思われます。

波 及 効 果
　カタクチイワシのより効率的な利用に役立
てられます。また、カタクチイワシの利用効
率が向上することにより、低水準のマサバ・
マイワシ資源にも優しい漁業を推進しやすく
なります。

資源評価部　生態特性研究室　久保田　洋

研究課題名：利用特性を考慮した資源状態の把握

実 施 年 度：平 成  19 ～ 23  年度

カタクチイワシの脂肪量別漁獲量の推定

　　図1.粗脂肪含有率（％）別漁獲量の季節変化。
　　　　2002～2006年の平均像

図2. 利用特性別漁獲量の分布マップ。2002～2006年の平均像

参 考 文 献
小林正三 （2003） 海産5魚種における比重と脂質含量の関
係.千葉水研研報 2:47-50
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　従来のねり製品は、通常、タンパク質濃度
の向上とゲル形成に不都合な水溶性タンパク
質等を除くために水さらしを行いますが、そ
の際に呈味成分などの水溶性成分も同時に損
失します。このような水さらしを行ったすり
身などは、凍結保存する場合も多く、冷凍変
性を抑制するために、ソルビトールなど糖を
添加します。
　生きた魚の筋肉中にはATP（アデノシン－
三リン酸）が含まれ、死後、ATPは5℃ の貯
蔵でも6時間くらいで消失してしまうため、多
くの場合、ATPの消失した状態で加工されま
す。ATPには筋原繊維タンパク質の溶解性を
高め、ゲル形成性を向上する効果やタンパク
質の冷凍変性抑制作用があると言われていま
す。そこで、高ATPを含有した魚肉を用い
て、ATPを保持した状態で微細化を検討しま
した。

方　　　法
　活アジを即殺し、速やかに筋肉を採り、カ
ッターミルで90秒間処理を行うと、高ATP含
量を保持した粘性のある微細化物となるので、
そこで処理を終了します。この微細化物のゲ
ル形成能を測定し、さらに2.5ヶ月間冷凍保管
した後の筋原繊維タンパク質の溶解度とゲル
形成能の測定を行いました。比較のため、取
り出した筋肉の一部を6時間冷蔵し、ATPの
消失したものについても同様の試験を行いま
した。

結果と解析
　高ATP含有微細化魚肉は水晒しなしでもゲ
ル形成性が向上し、冷凍変成も抑制されまし
た。また、高ATP含有微細化魚肉は、低ATP
含有のものに比べ、低塩でもゲル形成能が高
く、とくに冷凍保管後もゲル形成性、筋原繊
維タンパク質の溶解度は高く保持されていま
した。無晒しなので魚肉のおいしさもありま
した。さらにATPの消失魚肉にATPを添加
しても同様な結果が得られました。

（特願2008-266748）

波 及 効 果
１. 水晒しを行わないため、魚肉由来の呈味、
栄養成分を生かした食品素材ができます。

２. 低塩のすり身、ねり製品の製造が可能にな
ります。

３. 冷凍変性抑制効果があるため、ソルビトー
ルなどの冷凍変性抑制剤の使用を抑えるこ
とができます。

４. ATPが消失し、ゲル形成性のない赤身魚の
有効利用が可能になります。

利用加工部　素材開発研究室　村田　裕子
品質管理研究室　平岡　芳信 室長・今村　伸太朗・木村　メイコ

高ATP含有微細化魚肉の開発

低ATP含有微細化肉
（ ゲル形成性は低く、冷凍
変性しやすい）

高ATP含有微細化肉
（ 粘性があり、冷凍保管後
もゲル形成性を保持）

研究課題名：ナノスケールによる水産物の品質保持・加工特性改善技術の開発

実 施 年 度：平 成  20  年度
村田
↓

↑
平岡

↑
木村

←今村
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　遠洋まぐろはえ縄漁船によって漁獲された
マグロは、死後硬直前に船内で急速凍結され
るため高鮮度に保たれますが、解凍時に硬直
が再び開始されます。「 解凍硬直 」もしくは
「ちぢれ」と言われるこの現象は、大量のドリ
ップの流出及び肉の硬化と変形による品質劣
化を起こします。当研究室は凍結、解凍過程
における肉質の科学的変化を把握することに
よって、解凍硬直の防止技術を開発してきま
した。凍結保存中の温度を一定時間、－5から
－10℃の温度帯に上昇させることによって、
硬直を防止できました。しかし、解凍時の温
度上昇時に－10から0℃を通過する時間が長い
と、魚肉の赤色の元である色素タンパク質（ミ
オグロビン）が酸化（メト化と呼ばれる現象）
され、魚肉の色調が褐変化してしまい実用化
の障壁となっていました。そこで、解凍硬直を
起こさず、かつ良好な色調となる適切な解凍
条件を見いだすために研究を行いました。

結果と解析
【昇温処理の方法】
　－3から－10℃で2時間から10日間の範囲で
温度処理を行うと、硬直は抑制できても色調
が褐色化する問題を生じました。しかし、生
体のエネルギー物質であるアデノシン－三リ
ン酸が残存する条件では良好な色調のままで
あることが分かりました。

【現場での応用】（下図）
　現場でこの解凍法を使用する場合は、肉の
大きさによって中心部が所定の温度に到達す
るのにタイムラグが生ずるため、昇温処理は
サクの場合は－7℃で1日間、ブロックの場合
は－10℃で6から8日間が適していると考えら
れます。加工場で昇温処理を行うことによっ
て、小売りの段階では昇温処理を必要とせず、
従来の解凍方法もしくは室温での急速解凍が
可能になります。なお、天然凍結マグロの場
合、個体差が著しく、「ベタ」もしくは「ボケ」
と言われる硬直が起きにくいものに関しては
上記の方法では色調が悪化する場合があるの
で注意が必要です。

波 及 効 果
　この新しい解凍法は、高価な機材や材料を
使用せずに解凍硬直を防ぐことができます。
冷凍マグロの更なる高品質化に貢献し、マグ
ロに限らず他魚種の凍結解凍技術にも応用す
ることが可能であると考えられます。

利用加工部　品質管理研究室　今村　伸太朗

凍結マグロの新しい解凍法の開発

研究課題名：凍結・解凍過程の解明による魚肉品質制御技術の開発

実 施 年 度：平 成  18 ～ 22  年度

図  凍結マグロの新しい解凍法
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　ノリの形質に影響を与える要因としては、
古くから知られている水温、日長、塩分濃度
等がありますが、最近、ノリの形質には細菌
が関係していることが明らかになりつつあり
ます。たとえば、無菌状態で育てられたノリ
に細菌を投与することにより、ノリの葉状体
の発育が促進されることがわかっています。
しかし、ノリにどのような細

さいきんそう

菌叢（フローラ）
が関わっているのかを調べようとした仕事は
これまでのところありませんでした。そこで、
ノリの形質発現に及ぼす細菌叢の役割解析の
第一歩として、ノリに関わる細菌叢の網羅的
な解析をし、基礎的知見を集積することを目
的としました。

方　　　法
　実験の方法としては、ノリに定着している
細菌をノリ葉状体または糸状体と一緒に集め、
そこから総DNAを抽出し、PCRという方法
（酵素を利用して特定領域の遺伝子を増複する方法）
で16S rRNA遺伝子の部分を増幅しました。こ
のときノリDNAに比べて細菌のDNAが選択
的に増幅されやすいようにPCRを工夫しまし
た。増幅したDNAをクローニングして、1試
料あたり200クローンの塩基配列を片端から決
定しました。得られた配列をデータベースで
相同性検索して、それらの配列がどのような
細菌と遺伝的に近縁であるかを調べました。

結果と解析
　得られた結果を図1の系統樹に示しました。
全部で18種類の細菌が見つかりましたが、こ
れらはαプロテオバクテリア、γプロテオバ
クテリアと、広い範囲の細菌をカバーしてい
ました。糸状体と葉状体の両方ですべての実
験区に現れた細菌はMarinobacter spという細
菌でした。この細菌を分離・培養することに
も成功しました。

波 及 効 果
　今後は、ノリへの細菌の投与実験を行うな
どして、細菌とノリとの共生関係解析等へと
研究の展望が広がっています。

水産遺伝子解析センター　上席研究員　大原　一郎

ノリに定着、共生している細菌叢を網羅的に調べる

図1.得られた共生細菌の分子系統樹

研究課題名：ノリの形質発現に及ぼす定着（共生）細菌叢の役割解析

実 施 年 度：平 成  20  年度
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　クロマグロは、現在世界で最も注目されて
いる水産生物の一つであり、我が国でも刺身
や寿司などの材料として欠くことのできない
ものです。また、近年では養殖の拡大ととも
に種苗生産技術の確立が強く求められていま
す。このような中で、私たちは、奄美栽培漁
業センターと連携し、DNAマーカーによる親
子判定手法を用いた本種の産卵生態の研究に
取り組んでいます。親魚の産卵生態を把握し、
良質な卵を確保することは種苗生産技術の根
幹に関わる大変重要な技術ですが、これまで
十分な調査手法がありませんでした。そこで、
近年発展の著しいDNA分析技術を導入し、研
究を進めています。

結果と解析
　本研究では、5つのマイクロサテライトDNA 
（MS -DNA）多型と、ミトコンドリアDNA
（mtDNA）の調節領域の塩基配列をDNAマー
カーとして用い、親子判定を行いました。こ
れにより、その日得られた卵に何尾の親が関
わっていたのか把握することができます。
　これまでの研究の結果、奄美で飼育されて
いる211尾の親魚をmtDNAマーカーで155種
類のタイプに分類でき、MS-DNAを組み合わ
せることによって全ての親魚の個体識別が可
能となりました。さらに、2008年6月17日に採
集（写真1）した受精卵48個について親子判定
を行った結果、全ての受精卵について雌親が
特定され、17尾が産卵していたことが明らか

になりました。また、一部の卵については雄
親も特定でき、少なくとも11尾が関わってい
ると推定されました。以上のことから、2008
年6月17日の産卵には雌雄合わせて少なくとも
28尾の親魚が関わっていたと推測され、これ
まで必ずしも全ての親魚が関わっていないと
されていた予想を裏付けるものとなりました。

波 及 効 果
　こうした研究を継続し、時期や環境条件と
産卵との関係など、より理解を深めていこう
と考えています。また、研究を進めることで、
近年拡大しつつあるマグロ養殖における生産
性の向上に貢献できると考えています。

研究課題名：DNA解析による養殖クロマグロ集団の親子判定法の開発（安定採卵技術の開発）

実 施 年 度：平 成  21  年 度

水産遺伝子解析センター　菅谷　琢磨

クロマグロの親子判定手法の開発と産卵生態の分析

写真１.クロマグロの採卵のようす. 生け簀表面に浮いて
きた受精卵をまき網で集める
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海洋データ解析センター　広域データ解析グループ　増島　雅親

研究課題名：太平洋クロマグロの加入量予測に向けた基盤的研究

実 施 年 度：平 成  19 ～ 21  年 度

目　　　的
　太平洋のクロマグロの産卵場は南西諸島を
中心とした比較的狭い海域に限られていると
され、仔魚は産卵後数ヶ月で高知県沖や長崎
県沖の海域に来遊します。このときの来遊資
源量がその年生まれの本種の豊度を左右しま
す。さらに、来遊資源量は変動が大きいこと
が知られています。これに対し仔魚期の生き
残り度合がその重要な変動要因の1つです。
　このため目撃例の非常に少ないクロマグロ
の産卵について、産卵場の位置推定と環境の
特徴の把握が重要です。

結果と解析
　クロマグロの主産卵期である5～6月に採集
された本種の仔魚（図1）の位置から、仔魚の
日齢相当の期間を時間の逆に追跡する事によ
り、クロマグロの産卵場を推定できました。
　その結果、採集位置周辺で産卵された可能
性が高く、また、より南西諸島周辺で産卵さ
れた可能性もあります（図2）。推定産卵場の
海洋環境の特性を調べたところ、海面水温25.4
度、渦度（海洋の渦の強度）1.02×10－5 1/s等
に特性値を持つことがわかり、クロマグロの
産卵と海面水温と海洋の渦が密接に関連して
いることを表します。このように南西諸島周
辺海域で特徴的である中規模渦を産卵場とす
る事は、仔魚の成長とその後の日本近海の摂
餌海域への移動の観点からクロマグロにとっ
て有利であると考えられます。

波 及 効 果
　太平洋のクロマグロの加入量変動機構の解
明と加入過程を明らかにする上で端緒となる
成果です。また、地球温暖化の太平洋クロマ
グロへの影響を予測するために重要な知見と
なります。

クロマグロの産卵場の推定と海洋環境の特徴

図2.推定されたクロマグロ産卵場の位置。暖色程、クロ
マグロ産卵場である可能性が高いことを表す

図1.クロマグロの仔魚（写真）と平成18年５月にクロマ
グロ仔魚が採集された位置（緑点、青点）
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　近年、ウナギの稚魚であるシラスウナギの
減少が著しく、養殖業に悪影響を与えていま
す。人工種苗生産に大きな期待がかけられて
いますが、未だに実用化には至っていません。
飼育技術の改善には自然界における親魚や仔
魚の生理や生態についての情報が重要となり
ます。そこで、本研究ではウナギの産卵場と
想定される海域でウナギ親魚の捕獲、仔魚の
採取、行動調査を行いました。

方　　　法
　西マリアナ海嶺南部海域において大型の中
層トロール網（最大開口50m × 60m）による
成魚捕獲、プランクトンネットによる仔魚採
取及び超音波発信器によるウナギ追跡調査を
行いました。

結果と解析
　中層トロールにより、2008年6月と8月に世
界初となる雌雄各2個体、2009年6月には雌雄
各4個体を捕獲しました（図1）。捕獲状況から
170～300mの水深帯で入網したものと考えら
れました。また、ふ化後間もない仔魚も多数
採取され、仔魚の分布水深が150～200mであ
ると特定できました。日本沿岸で捕獲した降
りウナギを本調査海域まで運搬し、超音波発
信器を装着・放流し追跡したところ、昼間は
300～600mの深い水深帯に生息する一方、夜
間は200m程度の浅い水深帯に浮上してくるこ
とがわかりました（図2）。

波 及 効 果
　人工飼育親魚と天然親魚の生理学的な違い
がわかります。また、天然親魚や仔魚の生態
情報は人工飼育技術の開発に利用できます。

浅海増殖部　浅海生態系研究室長　張　　成年
資源増殖研究室　黒木　洋明

研究課題名：天然ニホンウナギの資源生態に関する研究

実 施 年 度：平 成  19 ～ 20  年 度

世界初となる産卵場でのウナギ成魚捕獲

図1. 2009年 6 月に捕獲された雌

図2. 超音波発信装置によるウナギ追跡結果

発　　表
１. 張 成年 (2008): 産卵海域で成熟ウナギの捕獲に成功！
日本水産学会誌 74:  979-981.

２. Chow, S., Kurogi, Y., Mochioka, N., Kaji, S., Okazaki, 
M. and Tsukamoto, K. (2008): Discovery of mature 
freshwater eels in the open ocean. Fisheries Science 
75: 257-259.

↑
黒木

張→
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　アワビ類は海藻類を食べますが、その消化
酵素の種類や活性を知ることは、天然海域で
の餌の解明や最適な放流場の選定などに重要
です。しかし暖流系のクロアワビでは消化酵
素の精製例もなく、その特性も調べられてい
ませんでした。そこでクロアワビ消化酵素の
種類と活性の高い多糖類分解酵素についてそ
の特性を調べました。

方　　　法
　クロアワビ成貝(殻長 6－11cm)の消化管内
容液、消

しょうかもうのう

化盲嚢（肝膵臓にあたる器官）の磨
砕液に含まれる消化酵素の活性を調べました。
また、消化酵素のなかで活性の高かったアル
ギン酸リアーゼ、セルラーゼ、マンナナーゼ
を精製してその特性を調べました。

結果と解析
　消化管内溶液と消化盲嚢磨砕液から検出さ
れた酵素は、脂肪酸、アミノ酸、種々の糖質
の代謝分解酵素など計19種類で、クロアワビ
消化酵素が予想より多様な種類で構成されて
いることが分かりました（表1）。アルギン酸
リアーゼ、セルラーゼ、マンナナーゼの分子
量はそれぞれ27.5、64.6、38.1kDa、至適pHは
7.0、5.0、5.0、至適温度は40、40、55℃ でし
た。これらの消化酵素の基質（酵素が反応する
物質 ）は、褐藻に含まれるアルギン酸、海藻
類全般に含まれるセルロース、緑藻と紅藻に
含まれるデンプンで、活性の高さはアワビ類

の食性を反映したものと考えられます。

波 及 効 果
　消化酵素活性が高いマンナナーゼの基質マ
ンナンは紅藻アマノリや緑藻ミル属の藻類に
含まれますが、これらの海藻は種苗生産現場
では未利用です。酵素活性の知見はクロアワ
ビ人工餌の改良に貢献することができると考
えられます。

浅海増殖部　生物特性研究室　丹羽　健太郎

研究課題名：アワビ類における腸内共生細菌叢形成過程の把握

実 施 年 度：平 成  15  年 度

クロアワビが持つ消化酵素の種類と特性の解明

aはapiZYM試薬、bはSomogyi-Nelson法で測定

表1. 検出されたクロアワビ消化酵素とその活性

発　　表
１. 丹羽健太郎・青野英明・澤辺智雄（印刷中）クロアワ
ビHaliotis discus discus における消化酵素の多様性と
主要多糖類分解酵素の酵素化学的特徴．水産増殖．
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　イワナやヤマメは川の上流に生息し、釣り
の対象として人気があります。また、これら
渓流魚は山間地の良好な自然環境の指標とし
て関心の高い魚でもあります。渓流魚につい
ては、生息数を増やすだけでなく、それぞれ
の川にもともと生息していた天然魚を守るこ
とが期待されています。そこで、渓流魚の増
殖と保全、そして利用のための管理方法を研
究しました。

方　　　法
　渓流魚の生態、釣り人・漁業協同組合・一
般の人たちのニーズ、渓流魚に関係する法律
や規則を調べ、より現実的な管理方法を検討
しました。

結果と解析
　｢天然魚の保護（遺伝的多様性の保全）｣、「釣
り人に喜ばれる釣り場作り｣、｢漁協の経営安
定｣ を実現するための ｢ゾーニング管理｣ と
いう方法を考案しました（図1）。

波 及 効 果
　ゾーニング管理の理念や方法を説明したパ
ンフレットを作成して全国の漁協に配布し、
本を出版して多くの釣り人に読んでいただい
たところ、各地でゾーニング管理が始まりま
した。
　川の環境や魚の生息状況、釣り人のニーズ、
漁協の価値観などを総合して、みんなで相談
しながらそれぞれの川に合った管理のスタイ
ルを決めていくことが重要です。

内水面研究部　生態系保全研究室　中村　智幸

研究課題名：渓流域管理体制構築事業（水産庁）

実 施 年 度：平 成 15 ～ 19  年 度

渓流域のゾーニング管理

写真1. イワナ

参考及び発表
１. 水産庁・水産総合研究センター．2008．渓流漁場のゾー
ニング管理マニュアル．

２. 中村智幸・飯田遥．2009．守る・増やす渓流魚．水産総合
研究センター叢書．農文協．

図1. 渓流地のゾーニング管理
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目　　　的
　孵化直後のアユは川の流れに乗って海へと
流下するが、淡水から海水という異なる塩分
環境に対するスムーズな適応は、その後の生
き残りに大きな影響があると考えられます（図
１）。アユ孵化仔魚の生理状態を明らかにする
ため、イオンバランスを調節するホルモン・
プロラクチンの遺伝子について、河川と沿岸
域で採集した天然のアユで
調べました。また海水の上
に淡水を重ねた、塩分躍層
を作った試験池で飼育した
アユを用い、自発的に淡水
から海水へ移動するときの
遺伝子の変化を調べました。

方　　　法
　これまでアユでは未解読であったプロラク
チン遺伝子の塩基配列を決定し、メッセンジ
ャーRNA（mRNA）の量を測定するシステム
を立ち上げました。天然アユ孵化仔魚は山形
県鼠ヶ関川で、流下して海水に入った稚魚は
鼠ヶ関湾渚帯で採集し、遺伝子の分解を防ぐ
特殊な溶液に入れて凍結保存しました。塩分
躍層は、上部と下部にそれぞれ出水・排水口
がある試験池で、下に海水・上に淡水を静か
に流すことで作りだしました。

結果と解析
　淡水中でのイオンバランス（足らない塩分
の保持）を促すプロラクチンの遺伝子は、孵
化直後のアユ仔魚でも高い発現量を示しまし
たが、流下して海水に入るに伴い、1/10程度
まで低下しました（図2）。これは塩分の高い
海水では、プロラクチンが却ってイオンバラ
ンスを損なうため、遺伝子の働きを抑制した
ためと思われます。塩分躍層を作った試験池
で飼育したアユ仔魚は、発達に伴い淡水から
海水へ自発的に移動しましたが、プロラクチ
ン遺伝子は、まだ淡水にいる時期から低下し

ていました（図3）。これはアユ仔魚が、プロ
ラクチン遺伝子の発現抑制など、海水に適応
する生理的な準備をしてから、自発的に海水
へ移動するためであることが推測されます。

波 及 効 果
　アユ仔魚のプロラクチン遺伝子の発現動態
は、その後の海洋生活期での生残を予測する
指標として活用が期待されます。また、野外
で採集した天然の仔稚魚でも、適切な採集方
法と処理・保管ができれば精度の高いデータ
が得られたことから、現地委託等により全国
規模に広げた調査体制の構築も可能です。
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