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序　文
　「研究のうごき 第9号」をお届けします。今回は、
私ども中央水産研究所が平成22年度に行った研
究開発の中から主なものを選んでご紹介しています。
　わが国を代表する総合的な水産研究機関である
水産総合研究センターの中にあって、中央水産研
究所は「水産業の安定的な経営と水産資源の持
続的な利用」、「漁場環境の保全と海洋生態系の
変動予測」、「水産物の安全性の確保や信頼性の
向上」、「水産生物の遺伝的特性の解明と応用」
など、水産総合研究センター全体に共通する基盤的な研究開発を担っています。その一方で、千葉
県から宮崎県にいたる黒潮域の水産資源と漁場環境に関する調査研究も担当しています。
　この「研究のうごき 第9号」では、こうした当研究所の取り組みをご理解いただけるようテーマを選
択してみました。また、執筆にあたっては、日頃水産や海洋の調査研究に馴染みの少ない皆様にも、
研究開発の内容や成果を直感的にとらえていただけるよう、文章や用語の使い方、構成などを工夫し
てみました。しかしながら、意を尽くしていないところも多く、皆様からのご叱声をいただいて一層の改
善を図って参りたいと考えております。
　また、3月11日に発生した東日本大震災では東北地方の水産業が大打撃を受け、水産関係者を含め、
多くの方々が今なお困難な日々を送っておられます。当研究所も、水産総合研究センターの他の研究
所、地元の研究機関や漁業者の皆様と連携しつつ、東北地方の水産業の復興・再生に向けて研究
開発の側面からのお手伝いに取り組んでおります。今後、こうした取り組みについても、順次ご紹介
していければと考えております。
　今後とも、私ども中央水産研究所の研究開発に対する皆様のご理解、ご支援、ご指導を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

平成23年9月
独立行政法人水産総合研究センター

中央水産研究所　所長　和田　時夫
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　関東以南の大都市周辺にある内湾では、ア
オサ（緑藻）の大量発生（図）による悪臭の
発生やアサリなどを窒息・死滅させる被害が
問題となっています。地方自治体などでは、
内湾域の環境保全のために、今後もアオサの
回収を継続していく必要があります。そこで、
アオサ回収に要する多額の公的支出に対して、
住民の合意を得ていくためにはアオサ回収の
経済的な評価をすることが重要です。
　本研究では、福岡市の和白干潟を対象とし
て、アオサ回収による環境保全効果を経済的
に評価しました。

結果と解析
　分析にあたっては、2009年7月に実施した
住民へのアンケート調査のデータをもとに、
干潟の環境保全効果という非市場財の効果を
金額として評価することのできる、仮想市場
評価法（CVM）を適用しました。
　分析の結果、アオサ
回収による環境保全効
果の経済的な価値は、
年間1世帯当たり平均
7,257円、総便益10,715
万円と評価されまし
た。また、アオサ回収
による環境保全効果の
総便益（10,715万円）
は、回収経費（3,851
万円）の約2.8倍に相
当することが明らかと
なりました。

　つまり、アオサ回収の経済的な妥当性が評
価され、今後もアオサの回収を継続していく
ことを支持する結果が得られました。

波 及 効 果
　回収されたアオサの利用法として、バイオ
マスエネルギー源としての利用が考えられま
す。現時点では、アオサのバイオマスエネル
ギーとしての利用には、生産コストの高い点
が問題となっています。しかし、原料調達（ア
オサ回収）において、環境保全効果の経済的
な価値が社会的に認知されれば、バイオマス
エネルギーへの利用可能性を高めることも期
待されると思います。

【研究課題名】
水産バイオマスの資源化技術開発委託事業（水産庁）
【実施年度】平成21～23年度

経営経済研究センター　需給・経営グループ
桟敷孝浩

アオサ回収による干潟の環境保全効果
に対する経済評価

図　アオサ回収前後における干潟のイメージ
注）　写真は福岡市港湾局（左）および桟敷ほか（2010）（右）より入手。

参 考 文 献
桟敷孝浩・清水幾太郎・玉置泰司・田坂行男（2010）．
アオサ回収による環境保全効果の経済評価－福岡市の和
白干潟を事例として－. 北日本漁業 38：109-122.
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　一言に魚を獲るといっても、その漁獲サイ
ズや、漁獲の時期、漁法によって、水産資源
の持続性や経済的効果、利用の仕方・食べ方
は様々です。よって、広い海域を泳ぎ回る一
つの資源を、複数の漁業種類が一緒に利用す
る場合に、「いつ、だれが、どのように捕ま
えるべきか」を科学的に議論するための分析
方法を開発しました。

方法と結果
　水研センター（2009）がとりまとめた「我
が国における総合的な水産資源・漁業の管理
のあり方」において整理されている水産政策
の理念（図1）に基づいて、A:資源・環境保全、
B:食料供給、C:産業の発展、D:地域への貢献、
E:文化の振興、という5つの理念に関する様々
な指標を検討しました。その指標の中から、
今回は、繁殖価ダメージ（漁獲による資源の
持続性への負の影響）、水産物自給率への貢
献度（%）、生み出される利潤（円）、生み出
される雇用（人）、食べ方の多様度、という
5つの指標を設定しました。そして、仮想上
の資源について、様々な総漁獲量（トン）と、
沿岸漁業／沖合漁業の間での配分比率を仮定
し、5つの指標の変化を試算しました。その
結果、各指標の間には、場合によっては一方
を立てれば一方が立たず（トレード・オフ）
の関係が存在することが分かりました（図2）。
つまり、社会の中で誰かが得をすると、その
分誰かが我慢をしなければならないこともあ
る、ということを示しています。

波 及 効 果
　具体的な魚種にこの分析方法を適用するこ
とによって、限られた資源を社会や地域がど
のように利用するべきなのかを、より科学的
に議論できるようになります。

【研究課題名】
広域分布資源の漁獲選択肢に関する定量的研究
【実施年度】平成22年度

経営経済研究センター　漁業管理グループ
牧野光琢

広く泳ぎ回る水産資源を、
いつ、だれが捕まえるのか

図1　日本における漁業管理の5つの軸（水研セ、2009）

図2　様々な漁獲計画が5つの指標に及ぼす影響
A：漁期終了後資源量の期待値（トン）
B：各年の生産量の期待値（トン/年）
C：各年の利潤の期待値（百万円/年）
D：後継者にとっての漁場の価値（千万円）
E：食べ方多様度
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　標記課題の一環として小売り量販店などで
の消費者の鮮魚の購入状況を把握し、漁業管
理施策の検討に役立てます。

方　　　法
　家計の収支を把握し政策立案の基礎資料と
する目的で長年実施されている家計調査（総
務省）では、2000年からは従来の集計値（年、
月単位）に加えて品目毎の日別の消費支出が
公表されるようになっています。
　勤労者家庭において、品目（魚種）毎に、
何曜日に支出（価格×量）が多いかを調べま
した。11年間の毎日の魚種別支出から季節（月
旬）、その日が祝日かどうか、歳末の3日間
かどうか、およびその日の天候（気温、湿度、
雨量、風速、積雪量の偏差）などの影響を除
いて、曜日の効果を抽出しました。

結　　　果
　週末（土、日曜日）に購入される魚種（ま
ぐろ、さしみ盛合わせ、ぶり、えび、かに、た
い、たこ、かつお、いか）と火曜日を中心と
する主に週日に購入される魚種（あじ、いわし、
かれい、さば、さけ、さんま）に大きくは分け
られました。前者は祝日にも購入され、また、
かつおを除き歳末にまとめて購入されます。
価格はいかを除いて100g当たり150円以上です。
後者では祝日や歳末に購入される魚種はさけ
のみであり、価格は150円を下回ります。
　ここでは消費者の短期的な週内の購入行動
を検討しました。長期的に分析した既往知見
では前者は主には上級財（所得の増加により
需要が増す）に、後者は下級財に分別されま

すが、消費者の長期的な購入の変化について
は、量販店などの週内の販売戦略との関係を
分析する必要があると考えられました（図）。 

波 及 効 果
　鮮魚の流通は量販店に主導され、その意向
に沿った形態に変わってきました。鮮魚の購
入動向の現状や変化を認識しつつ、適切な需
要からみた漁業管理施策の検討に役立てます。
あなたの家庭では、何曜日に魚を買いますか？

【研究課題名】
資源変動下での漁業管理方策に関する経済的検討
【実施年度】平成18～22年度

経営経済研究センター　漁村振興グループ
三谷卓美

何曜日に魚を買いますか？

図　勤労者家庭における魚種別消費支出の曜日効果の傾向
　　上：週末（土、日曜日）に購入される魚種
　　下：火曜日を中心とする週日に購入される魚種
　　（ 曜日効果の傾向を示すもので支出額と比例しない。　文

中の説明も同様。）
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　味噌煮や塩焼きなどでおなじみのマサバは
わが国で最も有用な魚種の一つであり、その
資源を持続的に管理・利用することは重要で
す。マサバの資源管理をする上ではその変動
の仕組みを理解しなければいけません。伊豆
海域周辺の産卵場でふ化したマサバは、黒潮
によって東北沖海域の成育場（黒潮親潮移行
域）まで運ばれます。過去の研究から、この
子供時代に加入量が決まると考えられていま
すが、詳しい仕組みはよくわかっていません。
そこで、この時期のマサバの生まれてからの
日数（日齢）や、どのくらい成長しているの
か（成長率）、また、どんな環境を経験して
いるのかを調べ、それらと各年の加入量との
関係を調べました。

方　　　法
　マサバの日齢と成長率は耳石（内耳とよば
れる魚の耳の中にある石）で調べることがで
きます。黒潮親潮移行域で採られたマサバ稚
魚の耳石からふ化日と成長率を推定しました。
また、マサバが産卵場でふ化してから運ばれ
る経路と日数、その間に経験した環境（水温）
を探るため、コンピュータ上で実際の観測に
基づいた海面流速場を用いて粒子を流すシミ
ュレーション実験を行いました。

結　　　果
　耳石を調べた結果、マサバは4月を中心に
ふ化し、成長率は年によって差があることが
わかりました。また、その成長率は加入量の
多い年には高く、少ない年には低いことがわ
かりました（図1）。産卵場から放流した粒

子は黒潮に乗り、黒潮親潮移行域まで流され
ました。実際に黒潮親潮移行域で採られたマ
サバ稚魚の日齢と分布パターンは、粒子の流
された日数と広がり方によく一致しました。
さらに、マサバ稚魚の成長率が高かった年は
粒子の経験する水温も高く、成長率の低かっ
た年には経験水温が低いことがわかりました
（図2）。

波 及 効 果
　マサバが子供時代に経験する水温が、その
年の成長率と加入量に関係することがわかっ
たことで、マサバ資源の変動を環境から予測
するシステム開発への糸口がつかめました。

【研究課題名】
資源動向要因分析調査
～マイワシ、マサバ、カタクチイワシ太平洋系群～
【実施年度】平成18～22年度
資源管理研究センター
資源管理グループ　　　　 高橋正知
海洋・生態系研究センター
生態系モデルグループ　　 安倍大介・奥西　武

マサバの豊・不漁の鍵は子供時代にある

図1　加入量の異なる年におけるマサバ稚魚の推定ふ化日別成長率

図2　加入量の異なる年における4月放流粒子の平均経験水温
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　魚がいつ・どこで餌を食べているかがわか
れば、漁況予測の精度向上が期待されます。
釣りをする人は、魚が餌を食べる（摂餌）瞬
間を見たことがあるかもしれません。でもほ
とんどの場合、魚は広い海の人間の目が届か
ない場所で餌を食べています。このような場
合でも、魚の行動に伴う振動（加速度）の記
録から摂餌行動を特定することができるかも
しれません。そこで、ブリに加速度を記録す
る装置（データロガー）を装着し、飼育下で
餌を与えて得られたデータを解析しました。

方　　　法
　直径5m、水深0.6mの水槽に加速度データ
ロガーを装着したブリ（図1）を収容しました。
データ記録期間を20時間とし、この間に一
度だけマアジの切り身を与えました。得られ
たデータのスペクトラム解析により、加速度
変化の周期と振幅を明らかにしました。

結　　　果
　餌を投げ入れた瞬間、ブリは餌に向かって
ダッシュしました。このような行動には尾鰭
を強く左右に振る必要があろうことから、左
右方向の加速度に注目しました。給餌時には
やはり大きな変化が見られましたが、それ以
外にも同様の変化が見られることがありまし
た（図2上）。解析の結果、摂餌時には速く（周
期小）強い（振幅大）振動が一定時間継続す
ることがわかりました（図2中下）。そこで、
20秒間の最大周期が0.6秒以下（図2 Mask 
10）かつ最小振幅が0.1G 以上（図2 Mask 
11）という条件（閾値）を与えると、摂餌

時のみが抽出されました（図2 Mask 12）。

波 及 効 果
　加速度データロガーを装着した個体の海域
への放流と回収によって、その個体がいつ餌
を食べていたかを特定できる可能性を示すこ
とができました。今後、このような飼育実験
を続けて、抽出の閾値の精度を上げることが
重要です。

【研究課題名】
データロガーを用いたブリの摂餌行動の解析方法の開発
【実施年度】平成21年度

資源管理研究センタ―　資源生態グループ
阪地英男

ブリの摂餌行動を探る  －加速度データの活用－

図1　背部に加速度データロガーを装着したブリ

図2　ブリに装着した加速度データロガーのスペクトラム
　　　解析結果
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　九州南西部に位置する八代海では、南部海
域を中心にブリ等の魚類養殖が盛んに行われ
ています。近年、八代海では、有害ラフィド
藻シャットネラによる赤潮が頻発し、養殖魚
の斃死による漁業被害も報告されています。
本研究では、漁業被害軽減に役立てるために、
八代海におけるシャットネラ赤潮の分布変動
要因を明らかにすることを目的としました。

方　　　法
　八代海に面する熊本県・鹿児島県の水産研
究機関や周辺漁協、瀬戸内海区水産研究所、
西海区水産研究所と協力して現場調査・デー
タ解析を行うとともに、八代海の海洋環境と
赤潮分布の関係を調べるための数値モデルを
開発しました。

結　　　果
　八代海南部海域では、表層塩分の低下にと
もなってシャットネラの細胞密度が増加（赤
潮化）していることが現場調査結果から明ら
かになりました（図1）。また、この表層の
低塩分水は八代海北部に位置する球磨川から
流入する河川水を起源とし、八代海に流入後
数日で南部海域に到達することが数値モデル
解析によって確認されました（図2）。
　以上の結果から、八代海南部海域では、初
期発生海域とみられる中北部海域でシャット
ネラ細胞が出現した後に球磨川起源の低塩分
水が流入するタイミングで赤潮となるという
シナリオが想定されます。そのため、出現初
期のシャットネラ細胞密度分布ならびに球磨
川の出水やその後の低塩分水の挙動を注視し

ていく必要があると考えられます。

波 及 効 果
　有害赤潮の出現を少しでも早く察知するこ
とが漁業被害軽減につながります。現場調査
や数値モデル解析を組み合わせることで有害
赤潮の出現予測技術を開発することを目指し
ています。

【研究課題名】
有害ラフィド藻シャットネラの生理・生態学的特性の解明と
出現動態予測技術の開発に関する研究
【実施年度】平成22年度

海洋・生態系研究センター　生態系モデルグループ
鬼塚　剛・青木一弘・清水　学

有害赤潮の分布変動要因の解明
－早期予測と漁業被害の軽減を目指して－

図1　2010年夏季の八代海南部海域（図2の観測点A）にお
けるシャットネラ細胞密度と表層塩分の日変化

図2　数値モデルで計算された八代海の表層塩分分布
（緑色～青色が低塩分を表す）
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目　　　的
　九州南方で水温前線（黒潮暖水の北縁）が
約20日の周期で繰り返し北上することが知
られています。本研究では、漁況に密接に関
わるこの現象に伴う周辺海域の流れの変化を
明らかにすることを目的としました。

方　　　法
　定期客船（鹿児島－沖縄間を4日で往復す
るフェリー）の航走水温の連続観測データと、
調査船による1000m深までの立体的観測結果
を組み合わせて20日周期変動を解析しました。

結　　　果
　図（a）～（c）は九州南方～日向灘での
50m深における水温と流れの変化です。色で
水温（暖色が高温、寒色が低温）を表し、矢
印の大きさと向きで流速を表しています。図
（a）と図（b）には、観測時のフェリー航路
上の水温前線位置を○で示しています。

　水温前線の北上に伴い屋久島南方と大隅海
峡で流れが強まります（①と②）。これらの
二つ流れの形成により、屋久島南東方と種子
島東方に二つの低気圧渦（中心が低温で周辺
が反時計回りの流れとなるのが特徴）が形成
されます（③と④）。水温前線の北上が終了
すると、これら二つの渦が黒潮北縁に沿って
北東方向に順次移動し、日向灘の海況を約
10日の周期で変化させています（⑤と⑥）。

波 及 効 果
　九州南方～日向灘は、いわし・あじ・さば
類の産卵海域として重要です。本研究の成果
は、これらの水産資源の変動をもたらす卵仔
魚期の輸送過程の解明に役立てられます。

【研究課題名】
黒潮－沿岸水系の相互作用の把握と海況予測技術の高度化
【実施年度】平成18～22年度

海洋・生態系研究センター　資源環境グループ
齋藤　勉

黒潮の変化を立体的に把握する

図　九州南方から日向灘での水温・流速変動
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背景・目的
　近年の日本人の各種生活習慣病の罹患率の
増加と、メタボリックシンドローム概念の浸
透や、高齢化社会の到来に伴い、日本型食生
活の構成要素である水産物の健康機能性への
注目が集まっています。また、環境保護のた
めのゼロエミッションや、水産資源の有効利
用と高付加価値化に対する社会的要求が高ま
っています。
　これまでに、ホタテガイ卵巣の紫外線吸収
アミノ酸（マイコスポリン様アミノ酸、MAA）
や色調が悪く低品質な、いわゆる「色落ちノリ」
のビフィズス菌増殖因子グリセロールガラク
トシド（GG）などを見出しましたが、これら
を実用化するためには、機能的に有効な投与
量の検討や機能性発現メカニズムの解明、機
能性食品等への応用技術の開発などを行うこ
とが必要です。成果の実用化を図る上で民間
企業などとの共同研究は重要な要件となります。

成　　　果
1．GGについて、プレバイオティック作用（腸
内のビフィズス菌を増やす作用）の他に機能
性を検索したところ、カルシウムの吸収促進
作用を見出しました。さらに、GGは、ノリ
の主成分であるポルフィランが持つ腸管免疫
活性化作用を相乗的に増強することを明らか
にし、GGはノリそのものの形で摂取すると
効果的に機能を利用できることがわかりまし
た（図1）。これらの結果をふまえ、GGを含
む色落ちノリからGGを低コストで安全に抽
出する技術を開発し、特許を出願致しました。
2．MAAのヒト皮膚繊維芽細胞に対する増
殖促進作用等を生かした化粧品の開発のため、

ノリからMAAを含むエキスを抽出する技術
を開発するとともに、MAAの皮膚における
紫外線防止効果をヘアレスマウス等を用いて
明らかにしました。
・ 化粧品会社等とともにMAA含有ノリエキ
スを配合した化粧品の開発を進め、ノリエ
キス抽出法の確立と製品の試作、さらにエ
キスの安全性試験を行っております（図2）。

波 及 効 果
　色落ちノリのGGの機能性解明により色落
ちノリの有効利用につながり、さらにGGと
ポルフィランの相乗的作用の発見により色落
ちノリそのものの食品素材としての応用につ
ながると考えています。また、MAAノリエ
キスの化粧品への応用により未利用ノリ資源
の有効利用につながると考えています。

【研究課題名】
水産食品素材及び成分の機能性の評価と応用技術の開発
【実施年度】平成18～22年度

水産物応用開発研究センター
安全性評価グループ　　　　　石原賢司
共同研究機関　ニチモウ㈱（宇田川純一）・
　　　　　　　㈱七つの海（東川浩二・野上多佳子）

海苔（ノリ）の機能性成分を活かした応用技術の開発

図1　 GGとノリの主成分ポルフィランが腸管免疫の指標である
盲腸内IgA濃度に対し相乗的に上昇効果を示します。

図2　本研究で開発したノリエキスを配合した化粧品の試作品
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背景・目的
　消費者の食品に対する安心安全志向の高ま
り、嗜好の多様化、加工残滓の有効利用推進
に加えて、地域ブランド確立の観点から、魚
介類を原料とした天然発酵調味料（魚醤油）
の製造量が増加しています。しかし、魚醤油
では、アレルギー様食中毒の原因となるヒス
タミン（Hm）の蓄積が問題となっています（国
際基準は400ppm、日本は無し）。本研究では、
Hmの生成機構を調べるとともに、発酵スター
ター導入、Hm除去剤開発等、魚醤油のHm
蓄積低減技術の開発を目指しました。

成　　　果
　日本産魚醤油のHm蓄積は好塩性乳酸菌が
原因で（図1）、地理的に離れた地域で分離
されたHm菌でも同一のHm生成遺伝子を有
していました。つまり、Hm生成遺伝子は転
移性であるため、特定の菌株のみを抑制して
も効果が期待できないことが明らかとなりま
した。そこで、魚醤油発酵中のHm生成菌の
増殖を抑制するため、スターター株（発酵の
種株）を選抜し、これらの株の増殖および乳
酸発酵を促進させるための副原料の添加濃度
等を検討しました。その結果、発酵スターター
と副原料の導入によりHm生成抑制に成功し
ました（図2）。さらに、魚醤油にベントナ
イト（天然鉱物粘土、食品添加物）を加える
ことで呈味成分に影響を与えることなく、
Hmを選択的に除去する事を見出し（図3）、
現場に応用できるよう工夫しました。

波 及 効 果
　発酵スターターを使用する事で魚醤油の

Hm蓄積を抑制できるようになり、他の発酵
食品への応用が期待されます。また、発酵ス
ターターとベントナイト添加法を組み合わせ
ることでより確実にHmを除去出来ます。国
際基準値（400ppm）以下にHmの蓄積量を
制御でき、より安心・安全な製品の開発が可
能となります。

【研究課題名】
水産発酵食品製造および衛生管理技術の開発
【実施年度】平成18年度～22年度

水産物応用開発研究センター　衛生管理グループ
里見正隆

安心・安全な水産発酵調味料の製造を目指して

図1　魚醤油から分離された好塩性乳酸菌
Tetragenococcus halophilus

図2　魚醤油発酵中のHm蓄積量の変化。スターターと
　　  　副原料を加えることでHmの蓄積を抑制出来ました。

図3　Hmを蓄積している魚醤油にベントナイトを
　　　　  反応させた時のHm量変化
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背　　　景
　私たちになじみ深いホタテガイやカキなど
の二枚貝類は、プランクトンが作る麻痺性貝
毒や下痢性貝毒を取り込んで毒化することが
あります。そのため、二枚貝類の出荷、流通
段階では、マウスという実験小動物（ネズミ）
を用いて貝毒検査（マウス毒性試験）を実施
しています。一方、厚生労働省が管轄する食
品衛生検査では、検査機関を対象に標準試料
を使って、検査技術そのものを相対的に評価
する外部精度管理が実施されています。貝毒
検査においても、最近、こうした外部精度管
理が導入されました。麻痺性貝毒検査の外部
精度管理では、検査機関ごとに使用するマウ
スコロニーが異なるため、標準毒（デカルバ
モイルサキシトキシン、 dcSTX）を使って、
マウスコロニーの標準化を行います。中央水
研では厚生労働省の要請を受け、瀬戸内水研
と連携して、その標準毒を作製しています。

方法と結果
　麻痺性貝毒を生産する特別なラン藻を入手
し、それを専用の容器で通気しながら培養し
ました（図1）。次に、その培養液に含まれ
る貝毒成分を精製し、順次化学反応を使って
dcSTXを調製しました。得られた物質は核
磁気共鳴装置（NMR：図2）などで純度や構
造を確認し、標準毒として使えることを示し
ました。

波 及 効 果
　私たちが製造した標準毒は本年度から外部
精度管理に利用され、貝毒検査担当者の技術
レベルの維持や向上に役立ちます。その結果、

貝毒検査の後、市場に流通する二枚貝の安全
性の向上にもつながります。
　また、上述のNMR装置は、マリンバイオ
関連の研究施設では国内最高の性能をもって
います。このような最新の分析機器を整備し
た食品安全検査施設が完成し、本年度から本
格的に稼働しています。

【研究課題名】
食品衛生検査施設のための麻痺性貝毒外部精度管理用標準毒の作製
【実施年度】平成21～23年度

水産物応用開発研究センター　衛生管理グループ
渡邊龍一・松嶋良次・原田知子・鈴木敏之

貝毒検査の精度向上に向けた取り組み

図1　淡水性ラン藻の培養

図2　NMR装置（800 MHz）
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目　　　的
　近年、地球温暖化による水産業への影響が
懸念されています。特に、冷水性種であるニ
ジマスや、北方系種である海苔（ノリ）など
の養殖種は、環境が高水温化した場合に影響
を受けやすいと考えられます。そこで、これ
らの養殖種への影響を科学的に評価し、高水
温に強い品種を作り出すことなどに役立てる
ための研究開発が要望されています。本研究
ではニジマスと海苔を対象とし、高温耐性を
遺伝子レベルで評価するための研究開発を進
めています。

方法と結果
　一般に生物は高温から細胞を守るために特
殊なタンパク質を作る遺伝子を複数もってい
ます。これらの遺伝子から作られる中心的な
タンパク質は分子シャペロンと呼ばれていま
す。これまでの研究で、ニジマスでも高水温
でこれらの遺伝子が働きだし、分子シャペロ
ンが作られることがわかりました。もし分子
シャペロンを個別に検出して個体ごとに量を
比較できれば、各遺伝子の働きと高温耐性と
の関係を調べることができ、高水温に強い遺
伝子をもつ個体を選び出せる可能性がありま
す。そこで各種の分子シャペロンを検出でき
るような抗体の作製を試み、市販の抗体を含
めて実際に検出できるか調べました。その結
果、計8種類の分子シャペロンを個別に検出
することができ、それぞれの生体内の量を調
べることが可能になりました（表）。一方、
海苔を高水温にさらしたところ、海苔も分子
シャペロンと思われる遺伝子をもっているこ
とが新たにわかりました（図）。

波 及 効 果
　高水温による影響の受け方の違いなどにつ
いて、ニジマスや海苔の個体ごとに遺伝子レ
ベルで評価できるようになり、将来的には高
水温に強い品種を作り出すことなどに応用で
きるものと期待されます。

【研究課題名】
地球温暖化対策推進費委託事業（水産庁）
【実施年度】平成21～25年度

水産遺伝子解析センター　機能研究グループ
尾島信彦

養殖種の高温耐性を遺伝子レベルで評価する

表　抗体によって生体内の量を調べることが可能となった
　　  ニジマスの分子シャペロン

図　 高水温で発現量が増える海苔の遺伝子。適温で培養した海
苔（対照群）に比べ、高水温で培養した海苔（高水温群）
で遺伝子Dの発現量が明らかに増えていることがわかる。
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背景と目的
　最近、遺伝子の探索や機能の研究を加速さ
せる革命的な装置として“次世代シーケンサー”
が登場しました。これは、生物のDNA配列
を高速に読み取る装置のことで、従来のもの
に比べて数千～数万倍の分析能力を有してい
るため、研究の速度を飛躍的に高めることが
できます。水産遺伝子解析センターは平成
21年に2台の次世代シーケンサーを導入し、
他の研究部所と連携して様々な魚類や魚病原
因微生物のDNA配列の分析を行うとともに、
多様な水産生物の研究を効率的に行う体制を
構築してきました（図）。

結　　　果
　これまで、ウナギ、ハタ類については、ゲ
ノム（生物のDNAの総体）上の目印となる
DNA配列（DNAマーカー）を約1200～1500
個検出できました。また、ブリとカンパチに
ついて、約2000～7000個の発現している遺
伝子情報を取得できました。これらの情報は、
より良い個体の選抜や遺伝子の特定に利用で
き、養殖業の生産効率や付加価値の向上に寄
与します。さらに、魚類養殖に深刻な被害を
もたらすエドワジエラ症の原因菌では、菌株
によって病原性が異なり、その背景には
DNA配列の違いがあることが判明しました。

波 及 効 果
　次世代シーケンサーを活用して目的に応じ
たより迅速な研究体制が構築できたことから、
今後はさらに精力的に海の多様な生物の研究
を展開したいと考えています。これらの
DNA情報を活用して、水産生物の疾病の新
たな治療法や予防法を開発できることが期待
されます。

【研究課題名】
次世代型シーケンサーによるゲノム分析とデータの解析・利用体制
の構築（FS）
【実施年度】平成22年度

水産遺伝子解析センター　構造研究グループ
菅谷琢磨

広がる次世代シーケンサーの有効活用

図　2つの次世代シーケンサーを活用した研究体制
（次世代シーケンサー： Illumina GAII, Roche 454 GS FLX）
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