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序　文
　（独）水産総合研究センター中央水産研究所で
は、水産物の安定供給の確保や水産業の健全な
発展に貢献するため、平成23年4月に第三期中
期計画の達成に向けた₅つの重点分野に研究課
題を定め、さらに水研センターの共通基盤研究
所として組織再編を行い、経営経済、水産資源、
海洋環境、水産物の安全安心、水産遺伝子特性
等に係わる研究を実施しております。また、水
産総合研究センターの他の研究所や地域研究機
関及び漁業者の皆様と連携して、昨年3月11日に発生した東日本大震災からの復興、再生に係
わる研究開発にも取り組んでおります。
　このような研究及び取り組みで得た成果は通常、論文や学会・シンポジウム等を通して公表
しておりますが、その内容がなかなか一般の方々の目に触れにくいのが現実です。そこで、専
門家以外の一般の方々にも研究開発の成果を知っていただくことを目的に、成果の内容を解り
やすく解説した「研究のうごき」を平成1₅年度から発刊してきました。今号は第10号になります。
　この「研究のうごき」は当所の研究職員の主要な研究課題について、研究開発の背景と目的、
得られた成果及びその波及効果を1ページ内にとりまとめ、冊子として編集したものです。これ
は研究論文とは異なり、一見して即時に理解していただくことを目指して作成した成果集です。
　当所は、所の運営方針として「情報発信の強化」を掲げております。このために、ホームペー
ジの充実や調査船を含めた一般公開の強化、パネル展示や解説資料の配付、研修会や講習会の
開催等に積極的に取り組んでいるところです。特に、一般の皆様を含む多くの方々に研究成果
や研究情報を広く発信することが研究活動への理解を得るため、また水産の重要性を理解して
もらうために極めて重要と考えております。
　本冊子により当所の研究開発活動をご理解いただき、さらには読者のご指導、ご鞭撻を賜るこ
とが出来れば幸甚です。なお、本冊子の成果は当所のホームページ（http://nrifs.fra.aff�rc.go.jp/）
にも掲載しておりますので、第1号からの成果も含めてご一読頂ければ幸いです。

平成24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　馬場　徳寿

表紙写真（提供）：₁．貝毒原因プランクトンDinophysis infundibulus（鈴木敏之）；
₂．栃木県の渓流（玉置泰司）； ₃．ヨーロッパザラボヤ（本文参照）；₄．サバの群泳

（高橋正知　資源管理研究センター）； ₅．ニギス類（本文参照）； ₆．愛媛県の魚類養
殖場（髙橋義文）； ₇．冷凍キハダマグロの水揚（木宮　隆）
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目　　的
　「どの魚をどれだけ売れば一番儲かるの
か？」という悩みは古今東西変わらず、養殖
経営者の大きな悩みです。経営者の多くは漠
然と「売り上げは多いほど良く、労働時間は
少ないほど良い」などと思いながら、過去の
経験則から経営計画を立てているのが現状で
す。もし、そんな曖昧な部分を定量評価し、
売上と労働時間をシミュレーションできたら
経営計画を立てるのに役立つと思いません
か？　そんな研究をやってみました。

方法と結果
　ファジィ線形計画法（＝ファジィ集合概念
＋線形計画法）を用いて計測を行いました。
ファジィ集合とは、「だいたい〜程度」「〜位
までならOK」といった経営者独特の曖昧な
心情を定量的に取り扱うための概念です。そ
の考えと経営計画の評価を行う手法として非
常に有名な線形計画法を融合させたものがフ
ァジィ線形計画法です。実際に、愛媛県の複
合養殖経営を営む経営体の協力を得て経営状
況（いけす生簀台数、養殖魚種別単価と収穫
量など）と労働時間のデータを取り、計測し
た結果を以下の表に示しました。
　表中のLPは労働時間を最も有効に使用し
た際の売上と生簀配分を表し、FLP1は “ 利
益が10%も増えるなら2h/日程度の残業もし
ょうがないかな”とした曖昧さを持った結果
を表し、FLP2は “ 利益が25% も増えるなら
〜同上”とした曖昧さを持った結果です。現
在の状態（CS）を基準にして比較すると、
FLP2はブリ養殖にやや特化し、2月に226時

間残業することで5.1%の利益増となります。
FLP1はタイ養殖の比率をやや増やし、2月
と10月に200時間弱残業することで4.8%の利
益増となります。経営者にとって売上と残業
時間はともに大事な要素ですが、経営者の満
足度を表すλが FLP1＞ FLP2なので、この
経営体ではFLP1の経営計画の方が相対的に
望ましいということになります。

波及効果
　養殖経営者が、利益増加や労働時間削減な
どを目的とした経営者判断を下す際に、漠然
とした養殖経営者の感覚を定量化することで、
より合理的な経営判断をすることが可能とな
ります。

【研究課題名】
複合養殖経営の生産効率性に関する基礎的研究（H23年シーズ研究）
【実施年度】平成23年度

経営経済研究センター　漁村振興グループ
髙橋義文

もうかる養殖業の実現を目指して
－効率的な労働配分による経営改善－

表　労働時間数の制約を基に利益最大化を図った場合の
　　経営生簀台数の変化

参 考 文 献
髙�橋義文（2012）.ファジィ線形計画法を用いた複合養

殖経営の経営計画に関する研究.日本国際地域開発学
会2012年度春季大会報告要旨:�21-22.
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目　　的
　渓流釣り場では、天然魚を守りつつ、遊漁
者に喜んでもらえ、漁協の経営を安定させる
ための漁場管理の方法が求められています。
そのため水産庁では、自然条件と社会条件に
応じて渓流魚の生息域をいくつかの区域（ゾー
ン）に分け、増殖や保全、利用を図ること、
すなわちゾーニング管理を提唱しています。
ゾーニング管理の1手法として、禁漁区の設
定が各地で行われていますが、遊漁者がどの
程度の価値を感じているのか計測を行った事
例はありませんでした。
方　　法
　インターネットを利用して、2009年に渓
流釣り（イワナ・ヤマメ・アマゴ釣り）を行
った遊漁者1,649人を、北海道と沖縄を除く
全国の20歳以上の男性13万人の中から抽出
してアンケート調査を行いました。なお、ア
ンケートにあたっては、禁漁の解禁後に遊漁
をおこなうということで、「禁漁区」ではな
く「休漁区」という用語を使用しました。
休漁区の設定により天然魚が増大した河川を
解禁した場合の評価額を明らかにするため、
仮想市場評価法（CVM）による分析をおこ
なう質問を設定しました（図）。加えて、解
禁した釣り場の評価額に影響を与える要因、
すなわち説明変数の候補を選択するための質
問項目を、アンケートの設問に加えました。
結　　果
　CVMによる分析の結果、禁漁区を解禁し
た釣り場に対する支払意思額は、平均で
23.5%通常の日釣り券よりも高い金額を支払
うという結果が求められました。このことは
禁漁区を設定した場合、解禁時には通常より

2割程度高い遊漁料を設定しても受け入れら
れる可能性を示しています。さらに、禁漁区
を解禁した釣り場に対して通常より高い遊漁
料を支払う遊漁者は、天然魚への志向が強い
人、渓流釣り歴が長い釣り人、環境に配慮し
た増殖方法を望む人などでした（表）。
波及効果
　禁漁区の解禁に際して、上記のような遊漁
者を対象に宣伝をおこなった上で遊漁料の値
上げをしても、遊漁者の抵抗感をそれ程増さ
ず、漁協の経営改善に役立つことが期待され
ます。なお、禁漁区の解禁は、資源保護の観
点を踏まえることが重要です。

【研究課題名】
渓流資源増大技術開発事業（水産庁委託事業）
【実施年度】平成21年度

経営経済研究センター　需給・経営グループ
玉置泰司

渓流釣り遊漁者は解禁された禁漁区に
どれくらい支払えるのか？

図　仮想評価法による質問文

参 考 文 献
玉�置他（2012）.渓流釣り場での禁漁区の解禁に対する遊

漁者の支払意志額とその背景.陸水学雑誌,�73（1）:�17-22.

表　�解禁された休漁区への高い遊漁料の支払い傾向と遊漁者
の特性との関係
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目　　的
　「我が国における総合的な水産資源・漁業
管理のあり方（水総研セ, 2009）」で整理され
た管理理念と属性（望ましい水産業の姿）の
重要度を比較し、政策選択肢を評価します。

方　　法
　2012年2月に全国の1,000人を対象に実施し
たインターネット調査で、評価基準、サブ基
準、政策選択肢について全ての対を想定して
どちらがどの程度重要か質問し（図）、その
結果を東日本大震災前に実施した同内容の調
査（水総研セ, 2009）と比較しました。

結　　果
　管理理念では「B. 国民への食料供給の保障」
が最も重要と判定されました。政策選択肢で
は「3.国家食料供給保障シナリオ」が最も高
く、続いて「2.生態的モザイクシナリオ」が
高く、「1.グローバル競争シナリオ」は低い
評価でした。
　震災前に実施した前回調査では、管理理念
に関しては「A. 資源・
環境保全の実現」が最
も重要でした。望まし
い姿について「B.�国民
への食料供給の保障」
の 観 点 で は、前 回 は

「B-1. 生産の増大と自
給率の改善」と「B-2」
が拮抗していましたが、
今回は「B-2. 食の信頼・
安全性の確保」が最も
重要でした。「C.�産業

の健全な発展」では、前回「C-2. 効率的で安
定的な経営の実現」が最も重要で、一方、今
回は「C-1. 消費者ニーズに対応」がやや高く
なりました。「D.�地域社会への貢献」では前
回「D-2. 沿岸域の総合的管理と防災」が最も
低く、今回は全てで重要度が拮抗しています。
また前回は、政策選択肢で「2.生態的モザイ
クシナリオ」が「全ての理念で改善が想定さ
れる」として専門家に高く評価されていました。
　東京電力福島第一原子力発電所事故による
原子力災害を含む東日本大震災の影響により
水産業の食糧供給産業としての公共的な役割
が再認識され、管理理念、望ましい姿、政策
についての選好がいずれも変化していると推
察されます。定期的なモニタリングが必要と
考えられます。

波及効果
　震災後の国民意識、ニーズの変化から、水
産資源・漁業管理に係る政策の方向性を検討
するデータとして利用できます。

【研究課題名】
水産庁補助事業資源管理指針推進事業
【実施年度】平成23年度

経営経済研究センター　漁村振興グループ
三谷卓美

東日本大震災で変化した
水産資源・漁業管理への国民の意識

　図　インターネット調査に用いた水産資源・漁業管理の政策選択に関する階層と分析結果
　　　重要度（各セル上辺の数値、代替案では総合評価値）およびその構成配分を示した
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目　　的
　わが国はマサバなど重要な水産資源につい
て、生物学的に許容できる漁獲量（ABC）
をもとに、社会・経済学的な要因を考慮した
漁獲可能量（TAC）を定め、漁獲量制限に
よる資源管理に努めています。本研究では太
平洋に分布するマサバを対象に、漁獲量の制
限に加えて、漁獲する時期や場所を工夫する
ことにより、資源管理効果を高めることがで
きるかどうかを検討しました。

方　　法
　太平洋に分布するマサバの生活史を考慮し、
7〜12月は索餌場に全資源が分布し、1〜6月
は、未成魚は越冬場に、成魚は産卵場に分布
するとした資源動態モデルを構築しました（図
1）。ABC は各漁期・漁場に配分するとし、
どの時期、どの漁場にABCを配分した場合
に高い管理効果が得られるかをシミュレーシ
ョンにより検討しました。管理のシナリオと
して、S1：全資源が集まる索餌場を禁漁、
S2：未成魚が分布する越冬場を禁漁、S3：
親魚が分布する産卵場を禁漁、とする3つの
シナリオを考えました。ABCは禁漁となら
ない漁場に均等に配分しました。

結　　果
　S1〜S3のシナリオに基づき、1977〜2006
年までのシミュレーションを行いました。産
卵場を禁漁とした場合、未成魚の漁獲が強ま
り、結果として卵を産む親魚の量が大きく減
少しました（図2）。越冬場を禁漁とした場
合は未成魚が保護され、親魚量は3つのシナ
リオの中で最も高く維持されました（図2）。

同じABCでも未成魚を保護できるよう漁期・
漁場へ配分することで、より安全に資源を管
理できることがわかりました。

波及効果
　本研究のモデルに経済的な要因を取り入れ
ることにより、資源管理を行いながら収益を
最大にするような漁獲戦略の検討が可能にな
ります。

【研究課題名】
資源解析および資源管理方策評価のための数理モデルの開発
【実施年度】平成23〜27年度

資源管理研究センター　資源評価グループ
渡邊千夏子

いつ、どこで漁獲するのがよいのか
－許容漁獲量の時空間的配分の管理効果－

図1　�太平洋に分布するマサバの生活史を考慮した資源動態モデル
の概略図

図2　�1977〜2006年にかけて配分シナリオS1〜S3に従って管理を
行った場合の親魚量の推移
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目　　的
　土佐湾には600種以上の魚類が生息してい
ます。高知で “ 沖うるめ”と呼ばれるニギス
Glossanodon semifasciatus （図上段）は底魚
類の中でも漁獲量が多く、沖合底びき網漁業
の主要対象種となっています。これまで日本
周辺に分布するニギス属魚類は、ニギスとイ
チモンジイワシG. lineatusの2種とされてい
ました。この他、見た目のよく似た別属のカ
ゴシマニギスArgentina kagoshimaeがいます。
ニギスの新規加入量調査で得られた標本を精
査したところ、これまで知られていなかった
ニギス属魚類2種の存在が明らかになりました。

方　　法
　ニギスの新規加入量調査は、調査船“こた
か丸”（59トン）によって土佐湾中央部の水
深120m、150mと200mで底びき型幼魚ネッ
ト（袋網部の目合い2mmの小型オッタート
ロール）を用いて行いました。採集した試料
は船上で大まかに選別した後に研究室へ持ち
帰り、高知大学理学部の遠藤広光教授のグルー
プと共同で精査しました。

結　　果
　イチモンジイワシとニギスの外部形態の違
いは明瞭ですが、従来、イチモンジイワシと
していた試料の中に少し形の変わった個体が
混じっていました。精査したところ、イチモ
ンジイワシとは脊椎骨や鰓耙の数に明瞭な違
いが見つかりました。そこで新種コタカニギ
スG. kotakamaru として報告しました（Endo 
& Nashida 2010：図中段）。また、ニギス試
料の中に色の薄い個体を見つけました。精査

したところ、体色はニギスよりも白い乳白色
で頭部が短く、成熟サイズも小さい（雄
65mm、雌72mm）ことが判明しました。こ
れらからニギスとは別の種と確認し、ツマリ
ニ ギ ス G. microcephalus と 名 付 け ま し た

（Endo & Nashida 2012: 図下段）。
　学名に “ こたか丸 ” の名がついた生物は、
1992年に報告された巻貝のコタカエゾボラ
Neptunea kotakamaruae以来です。

波及効果
　今回の研究は漁業的に利用されている魚の
中にも未知の種が生息している可能性を示し
ました。それらの種が明確にされることによ
り生物多様性の把握や適切な資源管理に役立
つことが期待されます。

【研究課題名】
我が国周辺資源評価調査
【実施年度】平成21〜23年度

資源管理研究センター　資源生態グループ
梨田一也

土佐湾において“こたか丸”で
採集されたニギス属の2新種

図　ニギス属の日本産3種：
　　上段,ニギス（標準体長195mm） （中山直英氏提供）；
　　中段,コタカニギス�（62mm）；
　　下段,ツマリニギス（97mm） （遠藤広光氏提供）

参 考 文 献
E�ndo,�H.�&�K.�Nashida�（2010）.�Glossanodon kotakamaru,�a�new�

argentine�fish�from�southern�Japan�（Protacanthopterygii:�
Argentinidae）.�Bull.�Nat.�Mus.�Nat.�Sci.�Ser.�A,�Suppl.�4:�119-
127.

E�ndo,�H.�&�K.�Nashida�（2012）.�Glossanodon microcephalus,�
a�new�argentine�fish�from�Japan�and�the�South�China�Sea�

（Protacanthopterygii:�Argentinidae）.�Bull.�Nat.�Mus.�Nat.�
Sci.�Ser.�A,�Suppl.�6:�17-26.
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　しめさば、味噌煮などとして庶民の食卓に
上るマサバは、春に伊豆諸島周辺海域で生ま
れ、暖流の黒潮に乗って房総半島の沖を通り
ながら初夏には東北沖の成育場まで運ばれま
す（図1）。私たちは、ふ化したマサバの子
供たちの生き残りに影響する環境条件を明ら
かにするため、マサバの子供たちが通る房総
沖の水温変動と、再生産成功率（RPS）と呼
ばれる、親の量に対して成魚になるまで生き
残った子供の数の割合を表す量との対応を調
べました。なお、本研究は資源変動要因分析
調査（水産庁補助事業）の一環として実施し
ました。
方　　法
　水産総合研究センターや各県水産試験場な
どの観測資料から、図1の青色の領域で示し
た房総沖の1992〜2009年の間の水温データ

（海面・100m深）を収集して、各年のマサバ
の再生産成功率（RPS）と水温の関係を解析
しました。
結　　果
　1992〜2009年の間でマサバの RPS が高か
った年は1992・1996・2002・2004年でした（図
2）。マサバの産卵・ふ化期である春季に注
目して水温との対応を調べ、マサバの RPS
が高かった年は、3月から5月にかけて水温
があまり上昇しなかった年と比較的よく対応
していることがわかりました（図3）。
　房総沖では、黒潮が岸から離れて流れてい
ると春の水温上昇が緩やかになると考えられ、
この RPS と房総沖の水温の関係は、マサバ
の資源変動に黒潮の流れ方が影響している可
能性も示しています。

波及効果
　房総域の水温や黒潮流路がどのようにマサ
バのRPSに影響するかを明らかにすること
により、海洋環境データをマサバの資源状態
把握のための指標の一つとして活用できるよ
うになることが期待されます。

【研究課題名】
マイワシ・マサバ太平洋系群資源変動要因調査
－加入量予測に関わる物理過程の解明
【実施年度】平成23年度
海洋・生態系研究センター　資源環境グループ　　　清水勇吾
北海道区水産研究所生産環境部　生産変動グループ　黒田　寛

サバの子供たちは房総沖の水温変化に一喜一憂？

図1　�マサバ産卵場周辺の黒潮流路と本研究の房総半島沖水
温平均領域（青）

図2　�1992〜2009年のマサバ再生産成功率（RPS）20尾/kg
以上のRPSの年に逆三角印

図3　�房総沖の0m（海面）と100m深の春季水温変化率（5
月水温ー3月水温）とマサバRPSの高い年（赤い破線）
との対応

 

   

     A  

 

 

 

 

図2 1992～2009年のマサバ再生産成功率（RPS）．20尾/kg以上のRPSの年に逆三角印．

[尾/kg]

[年]

図3 房総沖の０m（海面）と１００m深の春季水温変化率（5月水温－3月水温）と

マサバRPSの高い年（赤い破線）との対応．
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　ゆらゆらと水に漂う水族館のクラゲは癒し
の空間へ我々を導いてくれますが、漁業の現
場ではクラゲは漁師から好まれる存在ではあ
りません。三河湾では毎年夏にミズクラゲが
出現しますが、時には海面が覆いつくされ、
海面が白色に見えることもあります。ミズク
ラゲの大量発生は、漁網の損傷や漁獲物の品
質低下の原因になり、漁業者を悩ませます。
本研究では、このような漁業被害の軽減に役
立てるために、三河湾のミズクラゲの動態と
分布の特徴を明らかにすることを試みました。

方　　法
　三河湾の調査研究を行っている愛知県水産
試験場と協力して現場調査・データ解析を行
うとともに、三河湾の海洋環境とミズクラゲ
の分布との関係を調べるため、高精度沿岸流
動数値モデルおよびミズクラゲ遊泳モデルを
開発しました。

結　　果
　モデルの計算により、冬季に湾口付近で生
まれたミズクラゲは海流に乗って、その分布
域を湾奥へと変えることがわかりました。春
季になると多くのミズクラゲが三河湾の湾奥
へ分布を拡大し、夏季には三河湾の湾奥を中
心に分布するという特徴があります（図）。
これらの分布の季節変化は観測で確認された
現実のミズクラゲ分布の変化と一致しており、
海流の動きによってミズクラゲの分布は幅広
く三河湾内を移動していることが確認できま
した。

波及効果
　本結果により、クラゲと漁獲物との分別作
業の負担を軽減し、発生状況に応じて漁獲対
象物を変更するといった対策をとれること、
発生域（湾口）での駆除を実施することによ
り湾奥における被害を軽減できることが期待
されます。

【研究課題名】
初期生態と物理場に基づくミズクラゲ発生予測
【実施年度】平成21〜23年度

海洋・生態系研究センター
生態系モデルグループ　　　　　　青木一弘・清水　学
西海区水産研究所資源海洋部
資源環境グループ　　　　　　　　豊川雅哉

漁師を悩ますミズクラゲの群れは、
どこにできるのか

2月8日 3月8日 4月8日 

5月8日 6月8日 7月8日 

図　数値モデルで計算されたミズクラゲ分布の移動状況
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　福島県の沿岸から沖合域は、ヒラメやカレイ
類などの底魚の重要な漁場のひとつとして知ら
れています。現在、同海域は東日本大震災に
伴う福島第一原子力発電所の事故による放射
性物質漏出の影響を受け、漁業自粛が続いて
います。漁業再開には、底魚類への放射性物
質の影響がいつまで続くのかを明らかにするこ
とが重要な課題です。このため、最も重要な
基礎情報のひとつである福島県沖の海底の放
射性物質の濃度分布について調査しました。

方　　法
　2012年2月に、調査船「蒼鷹丸」を用いて
福島沖の40測点において海底土の放射性物質
調査を実施しました。海底の土を採取する器
具により、海底からおよそ14 cm までの深さ
の海底土を円柱状に採取し、表面から2cmま
で は1cm 刻 み、2〜6cm は2cm 刻 み、6〜
14cmは4cm刻みに試料を切り分け、ゲルマ
ニウム半導体検出器を用いて海底土中に含ま
れる放射性セシウムの濃度を分析しました。

結　　果
　海底土表面から深さ1cmまでの層（乾燥さ
せたもの）に含まれている放射性セシウムの
濃度は、福島第一原子力発電所よりも南側の
海域で高いことがわかりました（図1）。さ
らに、100m付近の水深帯に沿って、高い濃
度の海底土が分布している様子も明らかにな
りました。放射性セシウムの濃度は、海底土
の表層ほど高く、深い層ほど低い傾向が観察
されました（図2）。また、福島第一原子力
発電所から漏出した放射性セシウムは,調査

海域全体で少なくとも4〜6cm層まで及んで
いることが認められました。

波及効果
　調査結果は、海底土に含まれる放射能物質
が底魚類に与える影響を明らかにするための
基礎データとして活用されることが期待され
ます。今後も定期的に調査を行い福島沖の海
底土の放射能の変化を明らかにし、底魚類へ
の影響解明に貢献します。

【研究課題名】
平成23年度水産庁第2次補正予算放射性物質影響解明調査
【実施年度】平成23年度

海洋・生態系研究センター　放射能調査グループ

安倍大介・帰山秀樹・重信裕弥
海洋・生態系研究センター　生態系モデルグループ� 瀬藤　聡

福島沖の海底土の放射能を測る

図2　�全調査点の海底土中の放射性セシウム濃度の鉛直分布（赤）
およびその中央値（青）

図1　�福島沖における海底土（海底から1�cm厚を乾燥させたもの）
1kg当たりの放射性セシウムの濃度
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背景・目的
　現在日本では、良質なマグロを、比較的安
価に、しかも一年中楽しむことができます。
これを可能にしているのは、日本からはるか
遠い海で操業し、獲れた魚を高鮮度で冷凍し
て持ち帰る遠洋まぐろはえなわ漁業です。こ
の漁業では主にメバチマグロ（標準和名：メ
バチ）が漁獲されています。最近、魚市場で
メバチが高値で取り引きされるための最も重
要な要因が脂の乗りであるということが分か
ってきました。しかし、その評価は今でも人
の経験と五感を頼りに行われています。そこ
で私たちは、漁船などの現場で脂の乗りを科
学的かつ簡単に予測するための研究開発を進
めてきました。

方法と結果
　「光センサー」として果物の糖度測定にも
使われている近赤外分光法を使いました。こ
の研究で、まず化学分析により測定したメバ
チ「尾部わかれ身」肉の脂肪含有量と卸売価
格が関係すること、「尾部わかれ身」肉の近
赤外光吸収率と脂肪含有量が関係することを
確認しました。そして、実際に遠洋まぐろは
えなわ船（開発調査センター＂開発丸＂：図1）
上でハンディ型の装置を使って測定した結果

（図2）、船上でも脂肪含有量を精度よく簡単
に予測できることが分かりました（図3）。

波及効果
　この方法は、漁獲後に船上で瞬時（約1秒）
にメバチの脂の乗りを予測することができる
ことから、船上での漁獲物の品質評価ツール
として、また得られたデータを水揚げ時に提

示することで水揚げ後の品質の指標として、
高品質魚の選別や漁場・季節毎の漁獲物調査
などへの応用が期待されます。

【研究課題名】
遠洋まぐろはえなわ漁業で釣獲されるメバチ付加価値向上のための
船上品質評価技術の開発
【実施年度】平成21〜23年度
水産物応用開発研究センター　応用技術開発グループ�木宮　隆
開発調査センター　浮魚類開発調査グループ

澤田克彦・横田耕介・上原崇敬

マグロの脂の乗りを光で予測

図1　開発調査センター遠洋はえなわ漁業調査船“開発丸”

図2　ハンディ型近赤外分光装置を用いた船上測定

図3　�船上で得た近赤外予測値と化学分析値の関係（メバチ尾部
わかれ身肉の脂肪含有量）実際の船上測定で確かに脂肪含
有量を予測できています。
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背　　景
　わが国の二枚貝は、水揚げ前の貝毒検査に
より安全性が確保されています。これまで長
年にわたり、貝毒検査は実験小動物を用いた
動物試験により行われ、二枚貝による中毒を
未然に防いできました。しかし、この手法は
検出精度のみならず動物愛護の観点からも改
善が求められており、世界的にも非動物検査
法への移行に向けて様々な研究が進められて
います。水研センターでは動物を使用しない
貝毒検査法の開発にいち早く取り組み、1回
で多数成分を検出できる液体クロマトグラフ
/質量分析法（LC-MS）による下痢性貝毒の
検査法を開発しました。しかし、多くの検査
機関等へ機器分析法の普及を促進するために
は、安価な液体クロマトグラフ等の汎用装置
を用いた簡易測定法の開発が必要です。
方法と結果
　下痢性貝毒の蛍光物質を調製し、カラムス
イッチング自動前処理法による液体クロマト
グラフィーを用いた簡便な分析システムを考
案しました（図1）。主要な二枚貝に一定量
の毒を添加して回収率を調べた結果、誤差を
考慮してもほぼ100% の回収率が得られまし
た。貝毒基準値（0.16 ㎍/g）の半分量の毒（0.08 
㎍ /g）でも正確に測定できます（図2）。分
析法の有効性を確認するために、既存の
LC-MS法との測定結果を比較した結果、両
者は良く一致しました（図3）。
波及効果
　本分析法は、汎用性が高い装置を用いて分
析システムを組み立てることができるため、
LC-MSのように高額な分析機器が不要です。
保健所や水産試験場などでも利用可能なシス

テムであることから、貝毒検査における機器
分析の普及を促進することができます。現在
の動物試験よりも格段に検査時間を短縮する
ことができます。また、測定精度や感度は動
物試験よりも優れているため、分析法の普及
により二枚貝の安全性も高まります。本法は
米国FDAも注目している分析法です。

【研究課題名】
非生物試験による貝毒検査体制の確立に向けた基盤技術の開発
【実施年度】平成23年度

水産物応用開発研究センター　衛生管理グループ
内田　肇・渡邊龍一・松嶋良次

原田知子・鈴木敏之

下痢性貝毒の自動分析システムの開発

図1　�カラムスイッチング自動前処理法による簡便な下痢性貝毒
分析システム

図2　二枚貝に添加した毒の回収率
OA：オカダ酸, DTX1：ジノフィシストキシン1

図3　既存法（LC-MS）と本法（HPLC-FD）による測定結果の比較
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背景と目的
　北海道太平洋岸のホタテガイ養殖漁場に平
成20年9月、大型ホヤが突然、大量に出現し
ました。真冬の出荷期にホタテガイを引き上
げる際、ぎっしりと付着したこのホヤの重さ
に耐えきれず貝が落下する被害が頻発し、大
きな経済的打撃となりました（図1,2）。形態
的な精査の結果、このホヤはヨーロッパ原産
のAscidiella aspersaと同定され、「ヨーロッ
パザラボヤ」との和名が提唱されました。し
かし、形態でのホヤの種査定は難しく、また
小 型 個 体 で は 分 類 が 困 難 で す。そ こ で、
DNA塩基配列での同定を目的に研究を実施
しました。

方　　法
　北海道、青森県、岩手県、宮城県、北海道
区水産研究所並びに東邦大学の協力を得て、
さまざまなザラボヤ類のサンプルを集め、ミ
トコンドリアDNAのCO1と呼ばれる領域の
DNA塩基配列を分析し、相互に比較しました。

結　　果
　スペイン、イギリス、スウェーデンで採取
したヨーロッパザラボヤのDNA塩基配列は
日本在来のザラボヤ等のDNA塩基配列と明
確に区別出来ることが判りました。一方、北
海道のホタテガイ養殖漁場のホヤから得られ
たDNA塩基配列は、ヨーロッパで採取した
ヨーロッパザラボヤのそれと一致したことか
ら、DNAからもヨーロッパザラボヤである
ことが裏付けられました（図3）。

波及効果
　DNA塩基配列情報を用いてヨーロッパザ
ラボヤの同定が可能となったことから、今後
はDNAの種特異的PCR等を利用した簡便な
種判別法の開発が期待されます。

【研究課題名】
水生生物の種判別等のためのDNA多型の探索とデータベース化の検討

【実施年度】平成23年度

水産遺伝子解析センター　機能研究グループ
大原一郎

ホタテガイ養殖に被害を与えた
ヨーロッパザラボヤをDNAで同定！

図 1　�ホタテガイ養殖漁場に出現したヨーロッパザラボヤ
　　　�左：全体図、右： 1 枚のホタテガイに最大500グラム付着
　　　（撮影：北海道立総合研究機構函館水産試験場）

図 2　�ホタテ養殖ロープ1本の重量が200kg以上にもなりました
　　　（撮影：北海道立総合研究機構函館水産試験場）

図 3　�ミトコンドリアDNAのCO1での分子系統樹
　　　 横方向の長さはDNA塩基配列の相対的な違いを表す。北海

道のホタテガイ養殖漁場のホヤは欧州産のヨーロッパザラ
ボヤと同一の仲間に分類された。
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目　　的
　養殖対象種であるニジマスは冷水を好む魚
であるため、地球温暖化による水温上昇の影
響を特に受けやすいと考えられます。そこで、
水温上昇がニジマスに及ぼす影響を科学的に
評価し、高水温に強い品種を作り出すための
研究開発が求められています。既に宮崎県で
はニジマスの高水温選抜試験が1966年に始
められ、比較的高水温でも養殖できる系統が
作られています。この系統を研究材料とし、
東京大学・宮崎県水産試験場と共同でニジマ
スの高温選抜効果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もっています。
その中心的なタンパク質は熱ショックタンパ
ク質（HSP）と呼ばれています。これまでの
研究により、ニジマスも複数種類のHSPを
もつことがわかりました。そこで、宮崎県の
高温選抜系と長野県の標準系を掛け合わせた
第2世代のニジマス稚魚を使い、次のような
実験を行いました。稚魚を28℃の高水温に
さらし、平衡を喪失するまでの時間を指標と
して個体ごとに高水温耐性の強弱を調べまし
た（図1）。通常の水温で一週間以上飼育し
たのち各個体から尾鰭の一部を切り取り、各
種 HSP の 量 を 分 析 し ま し た。そ の 結 果、
HSP の一つである Hsp70が高水温に強い個
体にのみ検出されました（図2）。このこと
から、もともとHsp70発現量の多い個体が高
温に強いことが予想されますが、今後さらに
分析を続け、常に同様の結果が得られるか検

証を進めていきます。

波及効果
　ニジマスの高温選抜効果をHSPの発現量
で検証できるようになります。さらに、ニジ
マス以外のサケマス類でも高水温に強い品種
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

ニジマスの高温選抜効果を熱ショックタンパク質
（HSP）発現量で検証する

図 1　�平衡喪失時間を指標としたニジマスの高温耐性評価試験
　　　（宮崎県水産試験場小林分場で実施）

図 2　�高水温に弱い個体（個体番号 1〜 3）と強い個体（個体番
号 4〜 6）の尾鰭におけるHsp70の検出結果

　　　 高水温に強い個体にのみ、通常の飼育水温下でHsp70が発
現していることがわかる。
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