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序　文
　（独）水産総合研究センター中央水産研究所は、
調査研究を通して水産物の安定供給の確保や水
産業の健全な発展へ貢献することを目指してい
る「水産総合研究センター」傘下の研究所の一
つです。
　研究所の中でも他の研究所の共通基盤的研究
を担う組織として、経営経済、水産資源管理、
海洋・生態系、水産物応用開発（利用加工）、
水産遺伝子解析の分野の研究を推進しています。
　また、₂₀₁₁年₃月₁₁日に発生した東日本大震災からの復興や再生のための研究開発にも、他
の水産研究所、県の研究機関、大学や漁業者の皆様と連携して取り組んでいます。このような
取り組みで得た成果は、通常は、論文、報告書あるいは学会やシンポジウムなどを通して公表
しますが、この公表ルートでは成果の内容がなかなか一般の方々の目や耳に届きません。そこ
で、専門家でない方々にも我々の研究成果を知っていただくことを目的として、成果を解りや
すく解説したのがこの「研究のうごき」です。平成₁₅年度に発刊しましたので、今号は第₁₂
号になります。
　この「研究のうごき」は当所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それぞれ₁ページにとりまとめ、冊子として編集したものです。研究
論文とは異なり、すぐ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。
　水産総合研究センターは、運営交付金を始めとする公的な資金に大きく依存していますので、
納税者である一般の方々に研究成果を理解していただき、ご意見をいただくことはとても重要
なことだと考えています。したがって、「研究のうごき」を読まれて、何か感想や疑問を持た
れた方には、その内容を是非所員にお知らせいただきたいと思います。
　また、もし、本冊子に興味を持たれた方々がおられたら、ぜひ、当所のホームページ（http://
nrifs.fra.aff rc.go.jp/）に掲載されているバックナンバーもご一読ください。
　さらに、研究所では一般公開（平成₂₆年は₁₀月₁₉日（日））やサイエンスステージ（平成₂₆
年は₉月₂₇日に横浜八景島で）などのイベントも毎年開催しますので、このような場にもお越
しくださり、所員と直接意見交換していただけると大変ありがたく思います。

平成26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　時村　宗春

表紙写真（提供）：1．有明海ノリ養殖場（小林正裕）；2．インドネシアのエビ
養殖場（廣田将仁）；3．スミゾメカキ（關野正志）；4．石西礁湖サンゴ群落（長井　
敏）；5．マサバ（上村泰洋）；6．サバの水揚げ（川端　淳）；7．カツオ（国際水研　
佐藤圭介：国際資源評価等推進委託事業による）
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目　　　的
　1980年代以降、インドネシアでは輸出のた
めのエビ類単一種養殖が盛んに行われてきま
した。その後、マングローブの伐採による海
岸浸食やウィルスによるエビの大量へい死と
養殖場放棄に伴い、雇用や生活など地域社会
の停滞が問題になっています。漁業管理グルー
プではこれへの対処として、IMTA（多栄養
段階複合養殖）＊によって環境修復を図るほか、
そこから生産される多様な水産物を地元の人
たちの生活に役立たせるための研究を、現地
の人たちと力を合わせて開始しました。

方法と結果
　IMTA実験池を設置してそのメカニズムと
有効性を科学的に明らかにするとともに、現
地研究者を対象に水質や微生物のモニタリン
グ技術習得のための研修を行いました。また、
IMTA生産物（エビのほかサバヒー、カニ、
二枚貝など）のコモディティ・チェーン・マ
ップ（流通経路地図）を作成し、流通する多
様な種類の水産物がどのような職業によって
支えられ、どのように消費されるかを調べま
した（図1）。その結果、エビ類の単一種養
殖を改め IMTA を普及させることにより持
続的な養殖が可能になるとともに、海岸線の
浸食に一定の効果があること、また、地域に
さまざまな種類の職業が成り立ち、住人が多
様で豊かな水産物を消費できる可能性がある
ことが明らかになりました。

波 及 効 果
　エビ類の単一種養殖だけでなく、地域社会
に恩恵を与える IMTA とをバランスよく地
域社会に根付かせていくためには、人々の正

しい知識と理解が不可欠です。そのため、エ
ビ養殖に関係する方々を広く集めた IMTA
国際ワークショップをインドネシアの各所で
開催し、メディアを通じて社会の関心を高め
ることが出来ました（図2）。今後は地域の人々
が主役になり IMTA を定着させていくこと
が期待されます。

【研究課題名】
PICES MAFF-Funded Project, 

“Marine Ecosystem Health and Human Well-Being”

【実施年度】平成24〜28年度

経営経済研究センター　漁業管理グループ
廣田将仁・牧野光琢

多様な水産物と地域社会の多様なかかわり

図1　コモディティ・チェーン・マップ（流通経路図）

図2　IMTAのための国際ワークショップ（ジャカルタ）
インドネシア、米国、日本の研究者も参加し、インドネシア国内
から広く参加者が集まった。この様子は各メディアを通じて発信
された。

* IMTA（Integrated Multiple Trophic Aquaculture）
とは、魚類と貝類、海藻類を連結し統合的に管理する養
殖手法である。
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　近年東電福島第1原発の事故による放射性
物質の流出事故が問題となりました。この影
響は福島県だけでなく他県地域の海にも及び、
魚の評判を落としています。放射性物質は海
底にたまりやすいと言われますが、日本人に
馴染みが深く、海底に住んでいるタラ類への
汚染状況はどうでしょうか？図を見て下さい。
マダラ中の放射性セシウムの日本の基準値は
100Bq/Kg になっていますが、国際基準は
1000Bq/Kg です。日本では基準値を超える
とその周辺でとれたタラはしばらく市場に出
回りません。これらの市場への影響はあるの
でしょうか？ 今回は福島県を除く地域でも
影響があるかどうかを調べてみました。

方　　　法
　築地市場のマダラ、塩タラ、スケトウダラ
の2004年1月から2013年7月までの月別の価
格と販売量が、マダラ、スケトウダラ中から
検出される放射性セシウムと関係があるかに
ついて需要分析を行いました。また社会的な
関心を示すものとしてグーグルで「タラ、風
評被害、規制、汚染」などを検索した回数、
ニュースの数などと検出される放射線量が関
係あるかということも調べました。

結果及び波及効果
　その結果、放射性物質検出量とタラの需要
量に関係があることがわかりました。放射性
セシウム濃度が1ベクレル上がると,マダラの
需要は0.0011kg、スケトウダラは0.0013kg減
ることがわかりました（約100〜200トン/月
の取引量あたり）。また基準を超えてしまい、
一つの漁業が規制されてしまった場合、1.7

円/Kg（平均価格790円/Kg）価格が下がる
こともわかりました。このように想定してい
たより影響が小さかったのは市場関係者が安
全な魚の買い控えをやめる取り組みを行った
ことが背景にあるようです（水産経済新聞
2012）。またグーグルなどで皆さんが放射能
に関心を持って検索すると、安全性を確認し
たからか、マダラの需要はほんの少しですが
回復したことがわかりました。実際の放射能
汚染の状況はみなさんが思っているよりもひ
どくないのかもしれません。みなさんも検索
してみてはいかがでしょうか。

【研究課題名】
小型漁船漁業の震災復興上の課題の解明

【実施年度】平成24〜29年度

経営経済研究センター　漁村振興グループ
若松宏樹・宮田　勉

福島原発の放射性物質流出事故が
日本のシーフードマーケットに与える影響

図　タラ中の放射性物質
（セシウム134,137）検出量 （出所：水産庁 2013）

参 考 文 献
水 産経済新聞.（2012年12月14日）. 魚への汚染、大幅に

減少. 水産経済新聞社. 東京.
水 産庁. （2013）.水産物の放射性物質調査の結果について. 

水産庁ホームページ.
http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html
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　私たちは自然の中から多くの魚を利用して
いますが、漁獲する魚が多すぎると数が減少
して継続的に利用できなくなってしまいます。
いつまでも魚を利用し続けるには、資源管理
によって漁獲圧を適切な大きさに保つことが
必要です。本研究では、獲りすぎた翌日に休
漁することにより漁獲圧を大きくしすぎない
試みが太平洋のマサバ資源をどのように・ど
のくらい回復させたかを調べました。

方　　　法
　巻き網漁業による漁獲データを用い、漁業
者がどのようなときにどのくらい出漁するか、
出漁したらどのくらいの漁獲量が得られるか
を予測する数学モデルを作りました。休漁に
よって、かえって漁獲圧が増加する可能性を
調べるため、休漁直後や資源の増加で出漁隻
数が増加する効果もモデル化しました。その
モデルでシミュレーションを行い、休漁を実
施しなかった場合の漁獲量・資源量を計算し、
休漁があるときの漁獲量・資源量と比較しま
した。 

結　　果
　出漁隻数やサバの漁獲量は月やサバの資源
量などの様々な要因に影響されていました。
また、休漁直後や資源の増加で出漁隻数がか
えって増加することはほとんどないか、あっ
たとしてもその影響は小さいと推定されまし
た。結果として、5年間でのべ131日間実施
された休漁はマサバ資源への漁獲圧をたしか
に減少させたこと、管理開始から5年目の資
源の量は、休漁なしの場合に推定された量の
約1.4倍に相当することがわかりました（図）。

波 及 効 果
　休漁のような間接的な資源管理の方策は実
施しやすい利点がありますが、効果を数字で
表すことが難しいという欠点がありました。
また、管理の導入が漁業者の行動を変え、管
理の効果を打ち消す可能性も心配されていま
した。本研究では、これらの問題点を克服す
るための方法を開発し、実際にマサバ資源に
あてはめて、休漁の効果を数字にすることが
できました。このような方法は、将来の管理
方策の改善に役立ちます。

休漁すると魚は増える？
－休漁の効果を数字で示す－

【研究課題名】
水産庁補助事業「資源管理指針等推進事業」

【実施年度】平成25年度
資源管理研究センター　資源管理グループ 市野川桃子・岡村　寛
　　　　　　　　　　　資源評価グループ 川端　淳・渡邊千夏子
東北区水産研究所業務推進部長 大関芳沖

図　シミュレーション結果の要約
（1000回のシミュレーション結果の中央値）

漁獲量は年の積算、資源量は年の終わり時点での資源量。子
どもの量は毎年自然に変動し、魚の量を変化させるが、それ
らの条件を同じにして休漁あり・なしの場合を比較すること
で休漁の効果を数字にできる。
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　マサバは、我が国において古くから食用魚
として利用されてきた馴染み深い魚です。「鯖
を読む」という慣用句ができるほど大量に漁
獲されてきたマサバですが、1990年代以降、
太平洋系群の漁獲量はピーク時の70分の1以
下にまで激減しました。近年、資源量は回復
傾向にありますが、詳しい資源変動メカニズ
ムはわかっていません。本研究ではマサバの
仔稚魚期の成長が資源にどのような影響を及
ぼしていたかを探るため、10年以上の調査デー
タの解析から、稚魚がいつふ化し、どのよう
に成長し、資源への加入量とどのような関係
があったかを調べました。

方　　　法
　マサバ太平洋系群は、伊豆諸島周辺海域を
主産卵場としており、2〜6月に産卵します。
ふ化後、東北地方沖合の黒潮・親潮移行域に
運ばれ、夏以降に親潮域へと北上します。秋
になると日本近海へ南下回遊し、資源へと加
入します（図1）。この研究では、2002〜2013
年の5〜6月に黒潮・親潮移行域で採集したマ
サバ稚魚から耳石という硬組織を取り出し、
顕微鏡で日周輪の数や幅を測ることで、ふ化
日やふ化してからの成長率を推定しました。

結　　　果
　採集されたマサバ稚魚の多くが4月ふ化群
であり、4月ふ化群の一日あたりの平均成長
率は、1.03（2006）〜1.53 mm（2013）でした。
4月ふ化群の平均成長率とその年の加入尾数
との関係を解析したところ、マサバ仔稚魚期
の成長が良く、ふ化後に早く大きくなった年
は、加入尾数も多いことが明らかとなりまし

た（図2）。長期に渡る調査データの蓄積と
解析結果から、マサバ太平洋系群における4
月ふ化群の仔稚魚期の成長の良し悪しが、そ
の後の生き残りや資源加入量を左右していた
と考えられました。

波 及 効 果
　マサバ仔稚魚期の成長が加入量と関係して
いたことが明らかとなったことから、仔稚魚
期の成長率が加入量予測に役立てられ、予測
技術の向上につながることが期待されます。

【研究課題名】
資源変動要因分析調査〜マイワシ・マサバ太平洋系群〜

【実施年度】平成23〜26年度
資源管理研究センター　資源評価グループ
 上村泰洋・渡邊千夏子・川端　淳
瀬戸内海区水産研究所生産環境部　資源動態グループ 高橋正知
北海道区水産研究所資源管理部　浮魚資源グループ 山下紀生

早く大きくなるとたくさん生き残る？
－マサバ仔稚魚の成長と加入の関係－

図1　マサバ太平洋系郡の分布と回遊（模式図）

図2　マサバ仔稚魚期の成長率と加入尾数の関係
（加入量が推定されている2002〜2011年のデータを使用した）
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　日本の南岸を流れる黒潮が運ぶ大量の熱と
塩は流域の海洋環境と生態系、漁業に大きな
影響を与えています。最近の研究で北太平洋
亜熱帯域の長期的な低塩化が示されています
が、黒潮域での詳細は明らかになっていませ
んでした。そこで、私たちは中央水産研究所
の御前崎沖観測定線Oライン（図1）での海
洋観測資料を用いて黒潮水の低塩化の実態を
調べました。
方　　　法
　調査船蒼鷹丸によって年5回程度Oライン
観測が行われています。過去の知見に基づい
て黒潮流軸（流れが最も速い場所）を深さ
200mで水温15℃の場所と定義し、黒潮流軸
とその南北緯度±0.5度の場所で、10、50、
100、200m 各深度の2002〜2012年の塩分変
化を調べました。
結　　　果
　観測された塩分の年平均値を求め、11年
間の増減を調べたところ（図2）、流軸およ
び流軸から緯度0.5度北側の場所では、浅い
ほど低塩化が大きく進行し、10m深では100
年で6%以上低下する割合で低塩化している
ことがわかりました。また、黒潮流軸では4
層全て、流軸から緯度0.5度南側の場所では
100m 以浅3層で有意に低塩化していると判
断されました。
波 及 効 果
　海洋表層の低塩化は成層の強化を引き起こ
し、海面水温上昇の加速、貧栄養化、貧酸素
化を通して海洋生態系に大きな変化をもたら
す可能性もあります。本研究の成果は、日本

周辺の海洋生態系の将来予測を行う上で、こ
れまで注目されてきた海洋の高温化、酸性化
とともに低塩化にも目を向ける必要があるこ
とを示しています。

【研究課題名】
農林水産技会委託プロジェクト研究「気候変動に対応した循環型食料生
産等の確立のためのプロジェクト」：黒潮から親潮域における低次生産
モニタリングと小型浮魚類漁業への温暖化影響評価

【実施年度】H25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・廣江　豊・日下　彰
　　　　　　　　　　　　　モニタリンググループ 市川忠史
水産庁増殖推進部研究指導課 日高清隆
日本海区水産研究所資源環境部　生物生産グループ 児玉武稔

低塩化が進む黒潮の水

図1　中央水研御前崎沖観測停線Oラインの位置（黒丸が観測点）

図2　黒潮流軸周辺の塩分の年平均値（点）と回帰直線（線） 
赤：10m、黄緑：50m、水色：100m、青は200m 深の各深
度を表す。
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　カツオは主に熱帯海域に分布し、その一部
が春に日本近海へ索餌のため北上します。こ
れらは「上り鰹」「初鰹」などと呼ばれ日本人
に親しまれています。本研究では、海洋環境
の変動が日本周辺に来遊するカツオ幼魚（1歳
未満の魚）の回遊に及ぼす影響をコンピューター
を用いた数値シミュレーションで調べました。

方　　　法
　カツオの北上回遊を「より低温になる方向
に向かって泳ぐ。但し、水温20度以下の海
域には行かない。」（伊藤ら、1998）とモデル
化し、カツオ幼魚に見立てた仮想的な「遊泳
する粒子」にその機能を組み込みました。ま
た、遊泳に加え海流の流れを再現した海洋モ
デルにより海流に流されて移動する効果も考
慮しました。この粒子を亜熱帯海域に1月1
日に一定数放流し、日本南岸域をカツオ漁期
中（4月1日〜5月31日）に通過した粒子数を
1993〜2010年の年ごとに計数しました（図1）。

結　　　果
　日本南岸域へのカツオ粒子の到達量は
2003年以降減少する傾向にありました（図2）。
同様な減少傾向は和歌山県のカツオ曵縄漁業
の漁獲量の変化などでも見られます。また、
カツオの遊泳の軌跡を見ると、到達量の少な
い年は多い年に比べ迂回しながら日本南岸域
に到達していることがわかりました（図3）。
これは日本南岸域に水温20度以下の海域が
広く存在していたことと関係があります。カ
ツオは18〜20度以下の水温を好まないため、
日本南岸域がカツオにとって好適な水温環境
でなかったことがカツオの北上回遊を妨げて
いたと考えられます。

波 及 効 果
　本研究の成果はカツオ幼魚の回遊生態の解
明に貢献するとともに、カツオの来遊予測技
術の改善にも役立ちます。

【研究課題名】
日本近海域におけるカツオの分布・来遊特性の把握

【実施年度】平成25年度
海洋・生態系研究センター　モニタリンググループ 増島雅親
国際水産資源研究所かつお・まぐろ資源部　かつおグループ
 清藤秀理

粒子モデルを用いた日本沿岸へのカツオ幼魚の
来遊過程の把握

参 考 文 献
伊 藤進一・小倉未基・田邉智唯他 （1998）. カツオ大回遊

モデルを用いた回遊経路の推定. 東北区水産研究所研
究報告, 60 : 41-48.

図1　粒子を放流した海域（破線内）と粒子を計数した領域
実線の中が日本南岸域を示します。

図2　日本南岸域を通過したカツオに見立てた仮想的な粒子数の年変化
平均値を上回る（下回る）ものを桃色（青色）で示します。

図3　 カツオ遊泳軌跡の違い：到達粒子数の多い1999年（左）と少
ない2004年（右）の例

実線は5月1日までのカツオ粒子の軌跡を表しています。4月
1日の海面水温分布を色で表しています。
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　東京電力福島第一原子力発電所（第一原発）
の事故から約3年が経過し、福島沖で採取さ
れる海産生物の放射性セシウム（Cs）濃度
は大半が基準値を下回っています。一方で、
放射性 Cs は海底土に保持されやすいため、
汚染された海底土による底魚への影響が心配
されています。そこで、わたしたちは常磐沖
〜仙台湾で海底土と底魚の餌生物である多毛
類等の底生生物を採取して放射性Cs濃度を
測定し、その関係を調査するとともに、第一
原発周辺で採取した海底土で多毛類のアオゴ
カイを飼育して放射性Csの移行を調べました。

方　　　法
　2013年5月に第一原発南側海域の3地点で採
取した底生生物と、2012年7月〜2013年8月に
常磐沖〜仙台湾の海域で採取した海底土に含
まれる放射性Cs濃度を測定し、その結果を比
較しました。第一原発周辺で採取した海底土
によるアオゴカイの飼育試験では、海底土を
敷きつめた水槽で35日間の飼育を行った後、
続けて海水のみの非汚染環境で14日間飼育し、
放射性Cs濃度の変化を調べました。

結　　　果
　海底土に含まれる放射性Cs濃度は沿岸域
で高い傾向にあり、とくに第一原発南側の水
深100m 以浅で高い濃度が認められました。
また、底生生物を採取した海域の海底土に含
まれる放射性Cs濃度は概ね数百Bq/kg-wetで、
底生生物の濃度（数〜数十Bq/kg-wetの範囲）
は海底土の濃度を大きく下回ることがわかり
ました（図1）。海底土（137Cs濃度＝1,250Bq/
kg-wet）による飼育実験では、アオゴカイ

の137Cs濃度は海底土の数%程度にとどまるこ
とや、海底土をとり除くと速やかに低下する
ことがわかりました（図2）。これらの結果から、
海底土から底生生物への放射性Csの移行は
限定的であることが明らかになりました。

波 及 効 果
　本成果を基盤として、海底土に含まれる放
射性Csが海産生物へ移行する仕組みを明ら
かにすることで、海産生物における放射性
Cs濃度の将来予測に役立てられ、常磐海域
における水産業の復興へ貢献する事が期待さ
れます。

海底土の放射性セシウムは底生生物へ
どの程度移行するのか？

【研究課題名】
平成25年度放射性物質影響解明調査

【実施年度】平成25年度

海洋・生態系研究センター　放射能調査グループ
重信裕弥・安倍大介

図1　 フィールド調査による表層海底土（四角印）と底生生物
（丸印）の放射性セシウム濃度の分布

図2　 汚染海底土を用いた飼育実験によるアオゴカイの137Cs
濃度の推移
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　遠洋漁業で漁獲されたマグロ類は、船上で
急速凍結され、超低温で長期間高鮮度な状態
で保存されます。しかし、解凍後は時間の経
過とともに褐変、ドリップ流出、肉質軟化等
による品質劣化が進行し、商品としての保存
期間が短い、廃棄率が高い等の課題が残され
ています。そのため、解凍後に高品質な状態
を維持できる「解凍貯蔵技術の開発」が必要
です。そこで、凍結まぐろ肉の品質劣化を抑
制する品質保持技術を開発しました。

方法と結果
　食品の品質保持に一般的に使用されている
ガス置換包装を用いました。最適な気体の組
成を調べるために、酸素、空気、窒素および
二酸化炭素を凍結まぐろ肉とともに包材に封
入し、冷蔵庫で解凍した後のまぐろ肉の肉質
を調べました（図）。
⒈ 解凍後のまぐろ肉の色調を比較すると、酸

素置換包装が最も良好でした。一方、窒素
及び二酸化炭素充填包装では、解凍6時間
後から急激に褐変が生じました。以上の結
果から、凍結まぐろ肉は酸素存在下で解凍
する必要があることがわかりました。

⒉ まぐろ肉の色調は、はじめに肉色素ミオグ
ロビンがオキシ化されて良好な色調のオキ
シミオグロビンが生じ、その後のミオグロ
ビンがメト化されて褐色に変化（褐変）し
ます。低酸素の貯蔵解凍条件では、ミオグ
ロビンのメト化が促進され、高濃度の酸素
存在下ではミオグロビンのオキシ化により、
メト化が抑制されることがわかりました。

⒊ 高濃度の酸素存在下での解凍法は、従来の
空気存在下での方法と比べて、色調の改善

だけでなく、歯ごたえの向上やドリップ量
の減少など、高品質な肉質を維持する効果
がありました。

⒋ 以上の結果から、酸素を充填して包装した
凍結まぐろ肉の解凍方法を「酸素充填解凍
技術」と命名しました（特許出願中：特願
2014-120890）。

波 及 効 果
　今後、日かつ漁協と包材メーカーの協力を
得て、さらに実用的な包装方法による試作品
の作製、製造マニュアルの作成、取り扱い方
法の説明を行い、酸素充填包装技術の実用化
を進めます。この技術の実用化によって、凍
結まぐろ肉の高付加価値化と保存期間の延長
を実現し、高品質なまぐろ肉を消費者に提供
します。

【研究課題名】
凍結マグロの品質保持技術の開発に係る研究（日本かつお・まぐろ
漁業協同組合及び日本かつお・まぐろ漁業協同株式会社受託研究）

【実施年度】平成24〜25年度

水産物応用開発研究センター　安全性評価グループ
今村伸太朗

冷凍まぐろが美味しくないとは言わせない！
－酸素を使った肉質改善技術－

図　酸素充填包装された凍結メバチ肉の試作品
酸素非透過性フィルムを用いて酸素を充填し、冷蔵庫で解凍
した。解凍後4日目でも良好な色調であった。
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　藻類と細菌には密接な関係があり、細菌は
藻類の発育に影響を及ぼすことがよく知られ
ています。しかし、日本の最重要養殖品種の
一つであるノリでは、どのような種類の細菌
がノリの発育促進に関与しているかは、明ら
かにされていませんでした。そこで本研究で
は、スサビノリから分離した細菌のなかから、
スサビノリの発育促進細菌を見出すことを目
的としました。

方法と結果
　スサビノリの葉状体から約300菌株の細菌
を分離・培養しました。そして、これらの細
菌のノリに対する発育促進効果を調べるため
に、細菌株を無菌化したスサビノリのプロト
プラスト （細胞壁を除去した細胞, 図1） に添
加して、混合培養を行いました。混合培養後、
正常に発育したノリの正常再生体 （図1） を
計数し、細菌の発育促進能を比較しました。
細菌を添加しない無菌培養区では、ノリの正
常な発育はほとんど観察されませんでした （図
2）。一方、細菌添加区では細菌種によりノ
リの発育は異なり、なかでもα-プロテオバ
クテリアの Hyphomonas 属の細菌株は高い
発育促進能を示しました （図2）。以上の結果
から、Hyphomonas 属細菌が、スサビノリ・
プロトプラストの発育促進に関与しているこ
とを明らかにしました。

波 及 効 果
　ノリの発育促進細菌をノリの育種に利用す
ることで、ノリの効率的かつ安定的な育種が
可能となり、他のノリ養殖品種への応用が期
待されます。さらに、発育促進細菌のノリへ

の作用機構の解明や発育促進物質の特定など
の研究に発展させていきます。

【研究課題名】
ノリの高付加価値化に向けた育種技術の開発

【実施年度】平成23〜27年度 
水産物応用開発研究センター　衛生管理グループ

福井洋平・里見正隆
遺伝子解析センター　機能研究グループ

小林正裕

スサビノリの発育促進細菌を発見

図1　 スサビノリ・無菌プロトプラスト（左）と細菌添加に
より分化した正常再生体（右）

図 2 　 細菌添加によるスサビノリ・プロトプラストの正常再
生率の比較

細 菌 無 添 加 区 で は ノ リ の 正 常 再 生 率 は 非 常 に 低 い が
Hyphomonas属添加区では、無添加区に比べて有意にノリの
発育を促進した。

参 考 文 献
Fu kui Y, M. Abe, M. Kobayashi, Y. Yano, M. Satomi （in 

press）. Isolation of Hyphomonas strains that induce 
normal morphogenesis in protoplasts of the marine 
red alga Pyropia yezoensis. Microbial Ecology.
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　DNAバーコーディングとは、外見では種
名がわかりにくい生物の遺伝子（DNA）の
配列情報を調べ、データベースに登録されて
いる各生物種特有のDNA配列情報と照合し
て種判定することを言います。カキ類の貝殻
の形態は生息環境により変わり、外見では種
の区別を付けにくいため、DNAバーコーデ
ィングは種判定に不可欠です。日本のマガキ
属のカキとして、マガキ、イワガキ、シカメ
ガキ（クマモトオイスター）、スミノエガキ、
ポルトガルガキ、ミナミマガキの6種が知ら
れています。今回、日本産カキの種多様性保
全や遺伝的多様性保全を目的として、DNA
バーコーディングにより各地のカキの種類を
調べたところ、これまで日本で知られていな
いカキが見つかりました。

方法と結果
　四国地方で採集された個体について（図1）、
ミトコンドリアDNAのcoxI遺伝子に基づく
DNAバーコーディングを行ったところ、ミ
ナミマガキに近い不明種であることがわかり
ました。精度を高めるため計4遺伝子で追加
解析したところ、やはりミナミマガキとは別
種であると判断されました（図2）。核DNA
の解析でも日本産のどのカキとも違う種でし
た。このカキは、四国南西部の河口域を中心
に自然繁殖しており、塩分濃度が比較的低い
ところを好むようです。さらに和歌山県にも
生息していることを確認しています。外見で
はミナミマガキと全く違いが分からない個体
もいますが、特徴的に右殻内側の一部が墨色
に染められる個体が多いため（図1）、「スミ
ゾメガキ」と名付けました。今後、外国産の

マガキ属と比較するとともに、より正確に分
布範囲を把握する予定です。

波 及 効 果
　日本産カキの種リストが更新され、種多様
性保全を進めるための基礎的知見が得られま
した。本種は、東南アジア等で食用にされる
ミナミマガキに近縁であることから、食品と
して利用できるかもしれません。

【研究課題名】
ニホンウナギ・太平洋クロマグロ等のゲノム解析

【実施年度】平成25年度

水産遺伝子解析センター　構造研究グループ
關野正志

DNAバーコーディングで日本未記録のカキを発見

図1　日本で初めて見つかったカキ（スミゾメガキ）の貝殻の一例
環境や付着の仕方により、ミナミマガキとの区別がつかない形態を
持つ個体も多い。しかしほとんどの個体は、右殻の内面が墨色に染
められているのが最も大きな特徴。（写真：貝類多様性研究所　山
下博由）

図2　日本産カキとのDNAの違いを表す系統樹
4つのミトコンドリア遺伝子（coxI, nad1, nad3, 16S-rRNA）の2,157
塩基対に基づく。日本産マガキ属（Crassostrea属）のカキは青字
で示してある。分析したサンプルはミナミマガキに近いが違いは明
瞭で、調べたDNA配列のうち約10%が違っていた。図中の数字は
形成されたグループ（クラスター）の結びつきの信頼度を示す値（パー
セント: Max. 100%）。
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　「海苔」の原料となるスサビノリは、もと
もと北方系の海藻であることから高水温に弱
い傾向があります。高水温によるノリの障害
の一つに「多層化」と呼ばれる形態異常があ
り、この多層化によって海苔の品質は低下し
てしまいます。一方、高水温下でも多層化し
にくいスサビノリ株が千葉県で高水温選抜試
験により作り出されています。そこで、本研
究では高水温耐性をもつノリの育種に役立て
ることを目的とし、千葉県水産総合研究セン
ターと共同でスサビノリの高水温耐性に関わ
る遺伝子を探しました。

方法と結果
　これまでの研究から、高水温による多層化
のしやすさはノリの養殖品種によって異なる
ことが知られています（図1）。このことから、
ノリの品種間で高水温耐性に違いがあること
が予想されます。一方、私たちは高水温によ
り発現が顕著に上昇する未知の遺伝子をスサ
ビノリから3種類見つけました。そこで、こ
れら未知遺伝子の発現量の差がノリ品種によ
る高水温耐性の違いに影響しているのではな
いかと考え、次のような実験を行いました。
まず、多層化耐性が異なるノリ6品種を異な
る 水 温（17℃、24℃、27℃）で24時 間 培 養
しました。そして、これら試料における未知
遺伝子3種類の発現量（mRNA量）を調べた
ところ、うち2種類の遺伝子の発現量と多層
化耐性との間に正の相関がみられました。中
でも未知遺伝子Aの発現量と多層化耐性と
の間には特に強い相関がありました（図2）。
この結果から、2種類の新規遺伝子がノリの
高水温耐性に関与していると考えられました。

波 及 効 果
　新規遺伝子2種類の発現量が多い株を、高
水温耐性に優れたノリ株として評価・選抜す
ることが可能となります（特許出願中）。本
研究の成果は、高水温に強く品質の優れたノ
リ品種を作り出すことなどに利用できるもの
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・小林正裕

ノリの高水温耐性に関わる新規遺伝子を発見

図1　ノリ養殖品種を24℃で14日間培養したときの多層化発生率
（千葉県水産総合研究センターの実験結果より一部抜粋して作図）。
例示した6品種のうち「湯の浦」が最も多層化しやすく、「MCF1」
が最も多層化しにくい（高水温に強い）ことがわかる。

図2　未知遺伝子Aの発現量と多層化耐性との相関分析結果
多層化しにくい（高水温に強い）品種ほど遺伝子Aの発現量が多い
ことがわかる。
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目　　　的
　石垣島と西表島の間にある石西礁湖はわが
国で最大規模のサンゴ礁海域で、近年、サン
ゴ被度等の低減傾向が続いています。石西礁
湖自然再生協議会では、「環境負荷を軽減し
てサンゴ礁生態系の回復」を短期目標に掲げ
た活動をしており、目標達成に向けて有効な
科学的知見の提供が求められています。本研
究では、次世代型シーケンサーを用いたメタ
ゲノミクス技術により、石西礁湖周辺海域に
おけるプランクトンの生物多様性の解明、陸
源負荷の影響評価・起源解明を目指します。

成　　果
　2013年6月17、18、21日に石西礁湖周辺海
域を対象とした広域多点調査を実施し、全
32点のうち16地点でメタゲノム解析を行い
ました。海水3リットルから捕集したプラン
クトン DNA を用いると、1サンプルあたり
約3万配列を読むことで、約500－600個の異
なる配列が得られ、その生物多様性を把握す
ることができました（図1）。6月17、18日は
平穏時の調査で、出現プランクトンの類似度
指数は地点間でばらつきましたが、21日は
台風通過による攪拌によって地点間の差が小
さくなりました（図2）。河川水に多量に含
まれるケイ酸塩を利用して増殖する珪藻の出
現種数・出現量を指標として、陸源負荷の影
響・起源を調べたところ、石垣島南部がその
起源であることが明らかとなりました（図3）。
したがって、河川からの栄養塩負荷量を抑え
ることで、石西礁湖のサンゴの劣化を防ぐこ
とが可能になると期待されます。

波 及 効 果
　今後、モニタリング調査に次世代シーケン
スによるメタバーコーディング技術の利用が
一般化すると期待されます。これによって生
物多様性の評価および出現種の網羅的な記録
が可能となり、日本沿岸域に出現するプラン
クトンの種類数を正確に把握することが可能
になると期待されます。

【研究課題名】
メタゲノム解析による生物多様性の把握とサンゴ礁レジリエンス過
程の観察

【実施年度】平成25〜27年度
水産遺伝子解析センター　メタゲノム研究グループ
 長井　敏・田邉晶史・本郷悠貴
共同実施機関： 東京工業大学（灘岡和夫）、宮崎大学（安田仁奈）、水産総合研

究センター西海区水産研究所　亜熱帯研究センター（鈴木　豪）

石西礁湖周辺海域における陸源負荷の影響評価
メタゲノミクスによる推定

図1 　各サンプルにおけ
る次世代シーケンス

（NGS）のリード数
と検出された

O T U（O p e r a t i o n a l 
Taxonomic Units）数の
関係

図2　N M D S（N o n -
m u l t i d i m e n s i o n a l 
S c a l i n g p l o t s）解
析の結果
類似度指数には、Chao 
indexを使用。

図3　各サンプルにおける珪藻の相対的出現量をプロット
珪藻は、石垣島南部海域で多く、石垣島南部の河川が陸源負
荷の主たる起源であることを示す。
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