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序　文
　中央水産研究所は、我が国唯一の水産に関する総合的な
研究開発機関として研究開発成果の最大化を図るととも
に、新しい日本の水産業を牽引する人材育成の中核的機関
の使命を持った国立研究開発法人水産研究・教育機構傘下
の研究所の一つです。
　四方を海で囲まれ、内水面も含めた魚介類の幸の豊かさ
を享受する日本は、それを持続利用していけるように、水
産研究は重要であります。中央水研はその共通基盤的研究
と黒潮域、内水面の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）、水産生命情報（遺伝子解析）、内水面の分
野の研究を推進し、東日本大震災の復興に向けた研究等も行っております。
　研究の成果は、論文、報告書、学会やシンポジウムなどを通して公表するのが普通ですが、成果の
内容が、なかなか一般の方々には届き難いのが事実です。
　そこで、専門でない方々にも、我々の研究成果を広く知っていただくことを目的として中央水産研
究所の研究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、今号は第 15 号になります。
　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
として編集した成果集です。
　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。「研究のうごき」を読まれて、疑問やご意見があれば、是非お知らせいただきたいと思います。
　また、研究成果に興味を持たれら、ぜひ、当所のホームページ（http://nrifs.fra.affrc.go.jp/） に
掲載されているバックナンバー等も、合わせてご覧ください。
　さらに、中央水産研究所では一般公開（平成 29 年は 10 月 22 日（日））などのイベントも毎年開
催しますので、このような場にも是非、お気軽にお越しいただき、所員と直接意見交換していただけ
ると、さらなる水産研究の進展、ひいては、水産国日本の復活と持続的な水産物利用にもつながって
いくことが期待されます。
　所員一同、さらに研究開発に精進する所存ですので、叱咤激励をお願いいたします。

平成29年 9月
国立研究開発法人水産研究・教育機構

中央水産研究所　所長　中山　一郎
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1. 釣り調査で捕獲したウルメイワシ（入路光雄）；2. 音声を元に作成したシログチの分布（赤松友
成）；3. 下痢性貝毒を産生する Prorocentrum lima（及川寛）；4. 日光庁舎内を流れる人工河川（宮
本幸太）；5. 遺伝子組換え魚の写真（大原一郎）
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HACCPおよびGAPに基づく
食品の安全性を確保する認証制度の実施状況

表　漁業・養殖業を対象とするHACCPおよびGAP認証制度の数と具体例
HACCP GAP

制度の総数（件） 66 10
漁業・養殖業が
対象の制度（件） 5 5

具体例
●�標津町HACCP
●�和歌山県生鮮食品生産衛生管理シ
ステム認証

●�かごしまの農林水産物認証制度
●�長崎県適正養殖業者認定制度

⃝目　　的
　HACCP（危害分析・重要管理点）方式や
GAP（農業／養殖生産工程管理）は、リス
ク管理を通して食品の安全性を高める仕組み
です。HACCPやGAPに準拠した方法で生
産された食品に与えられる認証は、消費者が
健康被害（例えば、細菌や有害物質等が混入
した食品を摂取すること）に遭うリスクを抑
える一方、生産者にとっては高付加価値化戦
略の一つとなる可能性があります。そこで、
我が国におけるHACCPおよびGAPに基づ
く認証制度の実施状況を明らかにし、漁業お
よび養殖業において普及を図る際の課題を検
討しました。

⃝方　　法
　国内で実施されているHACCPまたはGAP
に基づく認証制度について、都道府県や業界
団体等の資料・HPより情報を収集し、①認
証制度の対象、②認証制度の実施機関、③審
査機関、④認証ラベルの有無の 4 項目から整
理しました（2016年 5 月末時点で、公表され
たものに限る）。

⃝結　　果
　HACCPに基づく認証制度（HACCP認証）
は66件、GAPに基づく認証制度（GAP認証）
は10件実施されていました。そのうち、漁業
や養殖業を対象とする認証制度は、HACCP
認証で 5 件、GAP認証で 5 件でした。認証
制度を実施する機関については、国や都道府
県等である場合が54件で最も多く、その他は、
業界団体や認証団体等でした。審査機関は、
自治体や保健所である場合の他、民間団体や
認証制度独自の審査会である場合があり、審
査プロセスは多様でした。認証ラベルがある
認証制度は、HACCP認証で40件、GAP認証
で 7 件でした。農業分野では、全国で共通し
たGAP認証が存在する一方、漁業・養殖業
分野には全国で共通したGAP認証はありま
せんでした。以上のことから、漁業・養殖業
を対象とした認証制度の整備が必要であるこ
とが明らかになりました。

⃝波及効果
　本研究の成果は、安全・安心な水産物を供
給する体制を整備するための基礎情報となり
ます。

【研究課題名】
食品の安全・安心に対する消費者評価の解明

【実施年度】平成28年度
経営経済研究センター　

　水産振興グループ� 神山龍太郎・桟敷孝浩・呂昱姮
　客員研究員� 住本雅洋
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日本の消費者は水産資源の持続可能性のために
お金を支払うか？

⃝目　　的
　日本人は健康に関しては高い関心をもって
いますが、環境に関しては欧米に比べて意識
が低いと言われています（国立環境研究所
1999）。魚介類に関しても品質や鮮度がよい
有名ブランドは高価格で取引されますが、環
境に配慮した魚介類や、持続可能な漁業でと
れた魚介類の話は聞いたことがないのではな
いでしょうか。現在、世界中で持続可能なエ
コラベルを付けた魚が売られていて、ヨーロッ
パなどでは高価なものになってきています。
また、資源が維持できなければ結局は漁業も
衰退してしまい、私たちの食卓に上る魚が減っ
てしまいます。日本人は魚介類を末永く食べ
るため、どの程度お金を払ってもいいと考え
ているのでしょうか？

⃝方　　法
　日本全国の消費者にWEBアンケート調査
を行い、魚介類の資源状態、海の環境・生態
系、漁業管理、そして漁業地域・経営の存続
などに関してどの程度お金を支払ってもよい
か、選択実験とコンジョイント分析という手
法を使って分析を行いました。

⃝結果・波及効果
　その結果、消費者は環境・生態系について
は高い関心を示しましたが、資源状態、漁業
管理や漁業経営などについては関心が低いと
いう結果になりました。また、環境・生態系
についても、関心は高いものの、そのために
お金を支払う意思は弱いということがわかり
ました。魚食国の日本では、水産物の価格は
日々の食費に直結するだけに価格上昇には消
極的にならざるを得ないのかもしれません。

しかし、我々水産研究者は、国民の皆さんに
将来も魚を食べてもらえるように持続可能性
の重要性を広めていかなければならないと考
えています。当機構では日本でとれる魚介類
の持続性を評価するプロジェクト「SH“U”N」
を展開しています（http://www.sh-u-n.fra.
go.jp/）。アプリもあり、魚の持続性が分か
るようになっています。ぜひ一度ご覧になっ
て魚の持続性について理解を深めてはいかが
でしょうか。

⃝文　　献
　国立環境研究所（1999）地球環境問題をめ
ぐる消費者の意識と行動が企業戦略に及ぼす
影響．国立環境研究所

【研究課題名】
「水産資源の持続的な利用のための開発研究」
「我が国水産業の特性に立脚した消費者への資源持続性等の情報サー
ビス」

【実施年度】平成28～32年度

経営経済研究センター　水産振興グループ　若松宏樹

図 2　SHUNのバーコード

図 1　SHUNロゴ
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日本の魚資源はどのくらい効率的に
利用されているか？

⃝目　　的
　海の中の魚の量は、漁獲しすぎると減って
しまい、10年、20年といった長期的に得られ
る漁獲量も減ってしまいます。しかし、漁獲
しなさすぎても、やはり長期的に得られる漁
獲量は少なくなってしまいます。適度に魚を
残し、適度に漁獲することで長期的に最大の
漁獲量（MSY）を得られます（図 1 ）。本研
究は日本の37の主要な水産資源で、どのくら
い魚を残せばMSYを得られるか（MSY資源
量）を推定し、MSY資源量と現在の資源量
を比較することで日本の水産資源がどのよ
うな状況にあるかを調べました （Ichinokawa 
et al. 2017. ICES Journal of Marine Science. 
74: 1277-1287）。

⃝方　　法
　MSY資源量の推定には、海の中の魚が漁
獲によって増減した場合に、次世代の子の量
がどのくらい増減するか（再生産関係）を推
定する必要があり、非常に難しい問題です。
本研究では過去20年以上にわたって推定され
た資源量データを用い、様々な再生産関係の
仮定をおいてMSY資源量を推定しました。
特に、長期的に環境変動の影響を大きく受け
る場合、親が増えても加入量が頭打ちになら

ない場合など、それぞれの資源の特徴を考慮
しました。また、推定結果を世界の状況と比
較しました。

⃝結　　果
　日本の水産資源の状態は北東大西洋（ヨー
ロッパ）と同じくらいのレベルにあり、平均
的には、過剰な漁獲によって魚の量も漁獲量
も減ってしまっている状態にあることがわ
かりました（図 2 ）。しかし、漁獲割合（漁
獲量/資源量）は近年減少しており、特に、
毎年の漁獲量の上限が定められている資源

（TAC資源）の漁獲割合の減少率が大きいこ
とがわかりました。

⃝波及効果
　現在日本は、漁獲圧が高くて魚を減らして
しまい、結果的に水産資源を効率的に利用で
きていない状態にあります。しかしこのこと
は、漁獲の強さをより適切なレベルに調整す
ることで、魚の量も漁獲量も増やす余地が十
分にあることも示しています。将来、日本の
水産資源がどのような状態になってほしいか、
この結果をもとに皆で議論できるようになれ
ばと思っています。

【研究課題名】
戦略的創造研究推進事業CREST

【実施年度】平成23～27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
西海区水産研究所　資源海洋部浮魚資源グループ� 黒田啓行

図 2　�日本と世界の水産資源の状態の比較．個々の線は複数
の資源の中央値（半分の資源が線よりも上または下に
位置する）．

図 1　魚の量・漁獲努力量・漁獲量の関係
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ウルメイワシの産卵リズム

⃝目　　的
　ウルメイワシは、日本人の食卓になじみが
深いイワシ類の一つです。主にめざしなどの
丸干しに加工されて流通しますが、鮮魚が水
揚げされる産地では刺身が美味です。ウルメ
イワシの漁獲量は、マイワシやカタクチイワ
シに比べて増減が小さく、安定しています。
この安定性の要因の解明や今後も継続的にウ
ルメイワシ資源を利用するには、「いつ・ど
こで・どのように・どれだけ産卵するのか」
という“産卵特性”の理解が不可欠です。そ
こで、ウルメイワシの産卵海域で調査を行い
ました。

⃝方　　法
　2015年と2016年の 2 月、紀伊半島東側の熊
野灘と高知県南部の土佐湾で釣りを行い、約
380尾のメス個体を捕獲しました。腹部より
摘出した卵巣を解析することで、産卵時刻、
産卵間隔、産卵量を調べました。

⃝結　　果
　ウルメイワシの卵巣内では、卵黄の蓄積が
完了した卵母細胞が一定の時間経過にした
がって変化し、卵となって産み出されます（図
1 ）。まず、産卵前日の昼過ぎより核の移動
が開始し、翌朝に核の崩壊が起きます。同時
に、吸水しながら卵母細胞は肥大化します。
そして、昼過ぎから夕刻に産卵することが分
かりました。産卵後の卵巣では、次の産卵に
向けて、残った卵母細胞の成長が促進されま
す。また、ウルメイワシは少なくとも 2 日以
上の間隔を空けて、複数回の産卵をすると推
定されました。 1 回の産卵数は体長が大きい
ほど多く、1,400～21,000個でした（図 2 ）。

⃝波及効果
　マイワシやカタクチイワシは夜中に産卵す
ることが知られていますが、ウルメイワシは
より早い時間帯に産卵することが分かりまし
た。イワシ類でも種によって異なる産卵特性
をもつことから、産卵親魚の保護のための有
効な禁漁時間の設定などの適正な資源管理に
は種ごとに異なるアプローチが必要であると
いえます。

参考文献
Nyuji, M., A. Takasuka （2017） Spawning cycle 
and fecundity of a multiple spawner round herring 
Etrumeus teres off southern Japan: Oocyte growth and 
maturation analysis. J. Sea Res., 122: 11-18.

【研究課題名】
我が国周辺水産資源調査・評価推進事業

【実施年度】平成26～28年度
資源管理研究センター　資源生態グループ　

� 入路光雄・髙須賀明典

図 2　ウルメイワシの 1回の産卵数と体長の関係

図 1　�ウルメイワシの産卵に伴う卵母細胞の経時的
変化
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声で海洋生物の地図をつくる

⃝目　　的
　光や電波が届かない海中では、音波が遠隔
観測に広く用いられています。あまり知られ
ていませんが、鯨類だけでなく魚類や甲殻類
など多くの海洋生物も、音波による威嚇やコ
ミュニケーションを行っています。もしそれ
らの生物の音声を種ごとに判別し定位できれ
ば、水中に録音機を沈めることで生物分布を
観測できると期待されます。 3 機関 4 チーム
が共同して 5 年間実施したCRESTプロジェ
クトでは、最終年度の成果として複数種の生
物地図を作成することを目的としました。

⃝方　　法
　海洋研究開発機構と共同して海底ケーブル
や定点型の水中マイクロホンを用い、国内外
で延べ30万時間の水中録音を実施しました。
計52種の海洋生物鳴音を同定し、東北学院大
学と共同して音声の分離・判別を行いました。
また音響的検出確率から現存密度を推定する
モデルを開発しました。

⃝結　　果
　地震観測用海底ケーブルで集められた水中
音からは、釧路沖に冬に来遊するナガスクジ
ラの音声が明瞭に記録されていました（図 1 ）。
この結果は海洋研究開発機構のウェブサイト
で配信されています。目視調査が困難な冬季
の大型鯨類の生態を、音で可視化することが
できました。茨城県から千葉県の太平洋側に
20あまりの観測定点を設け、これに記録され
た音声からスナメリ、シログチ、テッポウエ
ビの分布地図をつくりました（図 2 ）。音響
観測の利点は、この地図が日に日に変わる様
子をアニメーションとして示すことができる

点です。衛星から見た雲の動きのように海洋
生物を可視化するための、一つの足掛かりを
得ることができました。

⃝波及効果
　再生可能エネルギーの普及が急務となって
いる我が国で、海洋における環境アセスメン
トの需要が高まっています。迅速かつ正確な
海洋生物の調査手段として、生物音が注目さ
れるようになってきました。CRESTで開発
した技術が、鯨類や底魚や根付きの甲殻類な
ど水産業にとって重要な種の長期連続観測に
応用されることが期待されます。漁業資源と
エネルギーの確保および海洋生態系の保全を
両立させるために、技術を磨いてまいります。

【研究課題名】
科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業；海洋生物多様性および
生態系の保全・再生に資する基盤技術の創出「海洋生物の遠隔的種
判別技術の開発」

【実施年度】平成23～28年度

海洋・生態系研究センター　生態系モデルグループ　赤松友成

図１地震観測⽤海底ケーブルの⾳響データから得られたナガスクジラの
鳴⾳位置。冬の繁殖期にみられる典型的な鳴⾳が多数記録されていた。

図 1　�地震観測用海底ケーブルの音響データから得
られたナガスクジラの鳴音位置。冬の繁殖期
にみられる典型的な鳴音が多数記録されていた。

2016年7月

尾
/1
00

0m
2

シログチ

図2⾳声を元に作成したシログチの分布。房総半島沖に多数の⾳響定点を
設置し、記録された⾳声を種ごとに判別した。密度推定モデルを適⽤し、
単位⾯積当たりの⽣息数を⽰した。

図 2　�音声を元に作成したシログチの分布。房総半
島沖に多数の音響定点を設置し、記録された
音声を種ごとに判別した。密度推定モデルを
適用し、単位面積当たりの生息数を示した。
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カイアシ類Paracalanus parvus 種群の
種判別と分布

⃝目　　的
　カイアシ類は、海の中で最も多い動物プラ
ンクトンの一つです。ケンミジンコとも呼ば
れています。海産種でプランクトンとして生
活しているものは2500種類ほどとされていま
す。日本の周りに住んでいるカイアシ類がど
ういう生態を持っているか知るために、幾つ
かの種類が特に詳しく調べられてきました。
Paracalanus parvus と呼ばれている種類もそ
の一つで、体長 1 mm程度の比較的小型のカ
イアシ類です。この種類は海産魚の餌として
も重要で、沖合域ではイワシ類、沿岸域では
イカナゴやメバル類の主な餌だということが
知られています。
　このParacalanus parvus は、元々は大西
洋で初めて採集された種類です。日本の周り
で採集されるものについても形態の特徴の多
くが一致することからその名称が使われて来
ましたが、一致しない場合もあること、大西
洋の採集地とは距離があることから、同じ種
類だろうかという疑問が以前からあり、今回
その種判別について検討しました。

⃝方　　法
　この研究では、遺伝子と形態を調べる（図
1 ）ことでこの疑問をほぼ解決しました。

⃝結　　果
　分かった主なことは以下の通りです。
・ 日 本 の 周 辺 に は 4 種 類 のParacalanus 

parvus に近い仲間のカイアシ類が分布し
ている。

・ 北大西洋のParacalanus parvus は日本の
周辺にはいない。

・ 4 種のうち 3 種は既に知られている種、 1

種類はまだ名前がついていない種である。
・ 上の「名前がついていない種」が、日本の

周辺、特に陸地に近い海域で最も多いこと
や、形態の特徴から、これまで良く調べら
れてきた種だと考えられる。

・ それ以外の 3 種は、主に黒潮とその沖合に
分布している。

⃝波及効果
　水産資源変動の分析・予測には、対象魚種
の餌生物が何か・どのような性質を持ってい
るかということも考慮されます。この研究は、
そのような分析の材料の一つになるものです。

【研究課題名】
漁業・養殖業に係る気候変動の影響評価

【実施年度】平成25～29年度

海洋・生態系研究センター　モニタリンググループ　日高清隆

図2 今回の研究試料の採集点

表面水温 (˚C)

図 2　今回の研究試料の採集点

∂

触角の片方を
遺伝子解析の材料に

残った部分を
形態観察

図1 カイアシ類の分析図 1　カイアシ類の分析
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下痢性貝毒認証標準物質の開発

⃝目　　的
 下痢性貝毒の検査ではマウスを使った毒性
試験（マウス法）が行われてきましたが、
2015年 3 月から機器分析による新たな検査法
が公的に認められました。機器分析による正
確な検査は、マウス法で起こる偽陽性（誤っ
て有毒と判定してしまう）問題を解消するこ
とから、下痢性貝毒による二枚貝出荷の自粛
期間が短縮され、生産増にもつながります。
機器分析法には濃度が既知の認証標準物質が
必要ですが、これまでは海外からの輸入製品
に限られており安定供給が問題でした。そこ
で、国内で初めて下痢性貝毒成分であるオカ
ダ酸（OA）とジノフィシストキシン 1（DTX 1 ）
の認証標準物質製造に取り組みました。

⃝方　　法
　 下 痢 性 貝 毒 成 分 を 産 生 す る 微 細 藻
Prorocentrum lima を100L規模で複数回大量
培養し、得られた藻体を原料としました（図
1 ）。原料の藻体をメタノールで抽出後、液
－液分配、カラムクロマトグラフィー、高速
液体クロマトグラフィーなどの手法でOAと
DTX 1 を単離・精製しました。精製したOA
とDTX 1 は、標準物質生産の手順（ISOガ
イド34）に基づき産業技術総合研究所におい

て定量核磁気共鳴法（図 2 ）で濃度を決定し
て認証標準物質としました。

⃝結果・波及効果
　製造した認証標準物質はガラスアンプル（ 1  
mL）に分注し2016年 4 月より国産初の認証標
準物質として販売を開始しました（図 3 ）。機器
分析による検査体制を整えた青森県では、機
器分析導入以降、下痢性貝毒による出荷規制
は無く、2016年度の生産額も約236億円となり、
前年比で倍増となりました。認証標準物質の安
定供給体制が確立されたことにより、厚生労働
省は、2017年 4 月 1 日をもって旧公定法（マウ
ス毒性試験）を廃止し、機器分析法のみを検
査法として認めることを決定しました（生食基
発 0308 第 1 号 生食監発 0308 第 7 号 平成
29年 3 月 8 日）。この決定により、すべてが機
器分析での検査となり、出荷規制期間の更なる
短縮が期待されています。

【研究課題名】
戦略的イノベーション創造プログラム「未利用藻類の高度利用を基
盤とする培養型次世代水産業の創出に向けた研究開発」

【実施年度】平成26～28年度
水産物応用開発研究センター　衛生管理グループ　�
� 及川寛・松嶋良次・渡邊龍一・内田肇
産業技術総合研究所　物質計測標準研究部門　�
� 高津章子・鎗田孝
水産物応用開発研究センター　� 鈴木敏之

図 1　下痢性貝毒を産生
するProrocentrum�lima
（左）とその大量培養

標準物質名 オカダ酸標準液 ジノフィシストキシン- 1 標準液
標準物質番号 NMIJ�CRM�6206-a NMIJ�CRM�6207-a

決定された濃度 0.909�µg/mL
±0.073�µg/mL

1.079�µg/mL
±�0.078�µg/mL

図 3 　市販を開始したオカダ酸およびジノフィシストキシン- 1 の認証標準物質（左）とその濃度

図 2　オカダ酸のNMR
スペクトル（左）とNMR
分析装置

10



抗酸化物質セレノネインの利用に向けた
生理活性評価

⃝目　　的
　セレノネインは魚類から発見された有機セ
レン化合物です（本誌 8 号に掲載）。強力な
抗酸化能を有し、機能性食品や化粧品素材へ
の利用が期待されています。本研究では皮膚
の色素沈着の原因となるメラニンの合成や、
血圧上昇に関わる酵素（ACE）の活性をセ
レノネインが抑制する機能を見出し、そのメ
カニズムを解明しました。セレノネインは水
産物の加工過程で廃棄される血液、血合肉、
内臓等に多く含まれることから、加工残滓の
有効利用にも貢献します。

⃝方法・結果
　セレノネインはクロマグロの内臓から抽出
しHPLC精製しました。メラニン合成を誘導
したヒト皮膚由来の細胞にセレノネインを添
加すると、メラニン蓄積が抑制されました。
これはメラニン合成を触媒するチロシナーゼ
の活性阻害に因ることがわかりました。一方
で、セレノネインはACE（アンジオテンシ
ン変換酵素）活性を基質と競合することで
阻害しました。チロシナーゼは銅イオン、
ACEは亜鉛イオンを活性部位に有する金属
酵素です。また、セレノネインは金属に配位
結合し得る構造を有します。そのため、セレ
ノネインが酵素の活性部位を塞ぐことで基
質との結合を妨げ、機能を阻害すると推定
されました。実際にセレノネインとACEの
複合体構造を統合計算科学システム（MOE, 
Chemical Computing Group, Montreal, QC, 
Canada）で予測したところ、ACEの亜鉛イ
オンと相互作用し活性部位に結合することが
推測されました。（第11回生物学医学セレン
国際シンポジウム，第 5 回環境健康セレン国

際学会　合同学会で発表）

⃝波及効果
　本研究の結果から、セレノネインの化粧品
や機能性食品素材としての有効性と、金属酵
素阻害能という新しい性質を発見しました。
今後は生体レベルでの機能性試験や、安全性
試験により、素材化を進めます。また、セレ
ノネインの研究を通して水産物から摂取され
るセレンの栄養学的な役割を明らかにし、水
産物の消費拡大に貢献したいと考えています。

【研究課題名】
所内シーズ研究「セレノネインの美白作用の検証」

【実施年度】平成27年度

水産物応用開発研究センター　安全性評価グループ　世古卓也

図 1　
セレノネインの構造

Control

0.2 µM

1.0 µM

5.0 µM

selenoneine arbutin

図 2　セレノネインのメラニン合成抑制作用
（arbutinは美白成分として用いられている物質）

ACE：2YDM (from PDB)

selenoneine

Zn2+

Molecular Operating Environment 
(MOE, Chemical Computing Group, Montreal, QC, Canada)

図 3　推定されたセレノネインとACEの複合体構造
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遺伝子組換え魚の流通を監視するための
検知法を開発中

⃝目　　的
　遺伝子組換え生物は、最近は魚類でも作ら
れるようになってきました。これらについて、
法律の下での適切な管理が必要ですが、実際
には海外からカラフルな遺伝子組換えメダカ
やゼブラフィッシュが未承認のまま違法に輸
入され、ペットショップなどで販売されるケー
スがあります（図 1 ）。未承認の遺伝子組換
え生物が生態系に及ぼす影響は未知であり、
海外からの導入を監視する必要があるため、
遺伝子組換え魚の検知法を開発しています。

⃝方　　法
　米国で作出されている遺伝子組換え観賞魚
の特許情報などから、組換え魚に使われてい
るサンゴの蛍光タンパク質遺伝子などの外来
導入遺伝子の情報を網羅的に得、その塩基配
列を調べて、それを検知するためのPCR（ポ
リメラーゼ連鎖反応）のプライマーを設計し
ました。遺伝子組換え魚の陽性対象区として
外来導入遺伝子の塩基配列を人工合成して用
いました。また陰性対照区としてメダカやゼ
ブラフィッシュのゲノムのDNAを用いました。

⃝結　　果
　図 2 は遺伝子組換え魚に用いられる蛍光タ
ンパク質遺伝子ヴィーナスとエメラルドを検
知した例です。陽性対照区のPCRの結果、
アガロース電気泳動により、設計値通りの位
置に 1 本の明瞭なバンドが観察されました。
一方、陰性対照区ではPCRのバンドが見ら
れませんでした。以上の結果から、遺伝子組
換え魚の蛍光タンパク質遺伝子ヴィーナスと
エメラルドの検知法が開発できたと考えられ
ます。

⃝波及効果
　上に述べたPCRを用いた検知法は、蛍光
タンパク質遺伝子を組換えた遺伝子組換え魚
のほかにも、成長ホルモン遺伝子を組換えた
マスノスケ、ティラピア、コイや、耐病性タ
ンパク質遺伝子を組換えたメダカ、ゼブラ
フィッシュ、ニジマス等にも応用されており、
これら遺伝子組換え魚を流通の水際で防ぐた
めのモニタリングに大いに役立つものと期待
されます。

【研究課題名】
遺伝子組換え生物の情報収集検知技術の開発と安全性評価

【実施年度】平成26年度

水産生命情報研究センター　分子機能グループ　大原一郎

図2 ヴィーナス遺伝⼦とエメラルド遺伝⼦の検知
M       1       2         3        4        5       M

レーンM: 分⼦量マーカー
レーン1:ヴィーナス遺伝⼦の陽性対照区
レーン2:エメラルド遺伝⼦の陽性対照区
レーン3、4: ゼブラフィッシュのゲノムDNA（陰性対照区）
レーン5: 陰性対照区（DNAの代わりに⽔を加えた）

100bp

500bp

1,000bp

図 2　ヴィーナス遺伝子とエメラルド遺伝子の検知
レーンM：分子量マーカー
レーン 1：ヴィーナス遺伝子の陽性対照区
レーン 2：エメラルド遺伝子の陽性対照区
レーン 3、 4：�ゼブラフィッシュのゲノム

DNA（陰性対照区）
レーン 5：�陰性対照区（DNAの代わりに水を

加えた）

図 1　�遺伝子組換え魚の写真（緑に光るメダカと赤
く光るゼブラフィッシュ）
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DNA多型でみるタイラギ二種の違い

⃝目　　的
　大型二枚貝タイラギには、有鱗型（ケン）
と無鱗型（ズベ）という二種が存在し、両者
は貝殻表面上の鱗状突起の有無や、ミトコン
ドリアDNA（mtDNA）解析で分けることが
できます。しかし両者の同所分布域では、中
間型の貝殻を持つ個体や、形態—mtDNA判
別結果が一致しない個体が出現し、分類が混
乱しています。そこでケンとズベの遺伝的違
いを調べ、分類が難しい個体の素性を明らか
にするための研究に着手しました。私たちは、
こうした分類困難な個体がケン—ズベ間の交
雑の結果生じていると仮定し、それを検証す
るためのDNA解析を行っています。

⃝方法・結果
　現在までに、次世代DNAシーケンサーを
使い、核ゲノム中の一塩基多型（SNP）注 1

をDNAマーカーとして、外見で分類可能な
個体の解析を行いました。ケンのサンプルは
長崎県五島と香川県、ズベのサンプルは北海
道（函館）と愛知県から得られたもので、香
川県ではケンとズベがともに分布していま
す。1,867個のSNPマーカーに基づく主成分
分析では（図 1 ）、ズベ全個体と五島のケン

（青）はほぼ点状に、大きく離れてプロット
されましたが、香川のケン（紫）の中には、
ズベよりに位置づけられた個体がみられまし
た。別のクラスタリング解析では（図 2 ）、
香川のケンの約半数が、多かれ少なかれズベ
のDNAを受け継いでいることが示唆され、
遺伝子浸透注 2 が起こっていることを支持し
ました。今後、さらに香川県のズベや中間型

を解析する予定です。

⃝波及効果
　得られた結果は、タイラギの資源保全・増
殖戦略を策定するための基礎データになりま
す。またSNP情報は、タイラギの養殖形質
の向上を目的とする育種研究のための基盤に
なります。

【研究課題名】
科研費基盤研究（C）ゲノム情報に基づくタイラギの遺伝子攪乱リスクの評価

【実施年度】平成28～30年度

水産生命情報研究センター　ゲノム情報解析グループ　� 關野正志
水産生命情報研究センター　� 藤原篤志
西海区水産研究所　有明海・八代海漁場環境センター　� 橋本和正
熊本大学　くまもと水循環・減災研究教育センター　� 山田勝雅
東京大学総合研究博物館　� 佐々木猛智

図 2　�ベイジアンクラスタリングによって示された
各個体のゲノム�組成

　　　赤がケン，黄がズベ由来のDNAを表す。

注 1 ． ゲノムDNA中に散在する点変異。例えばゲ
ノムDNA中のある一点で，個体間でG：グ
アニンがT：チミンに置き換わっているなど。

注 2 ． 交雑により生じた雑種F 1 が親の種と交配し，
一方の種のDNAが他方のゲノム中に組み込
まれて浸透していく現象。交雑や遺伝子浸透
の検出には，母系遺伝するmtDNAではなく，
両親から遺伝する核DNAを調べる必要がある。

図 1　SNPジェノタイプに基づく主成分分析
すべてのズベ（函館，N＝37;�愛知，N＝ 5）およ
び青で示した五島のケン（N＝33）はほぼ一点に位
置づけられたのに対し，紫色の香川のケン（N＝
39）の中にはズベ寄りの個体が見られた。

ズーム
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⃝目　　的
　川や湖でも漁業協同組合は活動しています

（以後、川や湖を「内水面」と呼び、漁業協
同組合を「漁協」と略します）。内水面の漁
協には水産物の供給の他に、環境保全や遊漁

（釣り）の管理、水や魚に関わる文化の継承
などのはたらきがあります。しかし、近年、
内水面の漁協の組合員数が減少しているとよ
く言われます。しかし、その実態はよくわかっ
ていません。
　そこで、内水面の漁協の組合員数のこれま
での推移を明らかにし、その結果に基づいて
組合員数の将来予測をしました。

⃝方　　法
　毎年の全国の内水面の漁協の組合員数の
データはありません。そこで、いくつかのデー
タを組み合わせて計算式を作り、その式によっ
て組合員数を推計しました。また、組合員数
の減少傾向から今後の組合員数を推定しまし
た。

⃝結　　果
　組合員数は1957（昭和32）年に37万 1 千人
であり、徐々に増加して1981（昭和56）年に
最多の62万 2 千人になりました。しかし、そ
の後減少傾向に転じ，2013（平成25）年は31
万 6 千人でした。
　予測モデルの 1 に基づくと、組合員数は直
線的に減少し、今から18年後の2035年にゼロ
になると推定されました。予測モデルの 2 に
基づくと、組合員数は曲線的に減少し、ゼロ
にはなりませんが、2035年に13万 2 千人まで
減少すると推定されました。

⃝波及効果
　想像よりも急激に組合員数が減っているこ
とがわかり、漁協だけでなく国や都道府県も
組合員の減少に歯止めをかける方策の検討を
始めました。

参考文献
中村智幸．2017年．内水面漁協の組合員数の推移と将来
予測．水産増殖、第65巻第 1 号、97～105ページ．

内水面漁協の組合員数の推移と将来予測

【研究課題名】
内水面において遊漁がもたらす生態系サービスの把握と向上に関す
る研究

【実施年度】平成23～27年度

内水面研究センター　漁場管理グループ　中村智幸
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野生動物に捕食されにくい放流魚の開発

⃝目　　的
　飼育した稚魚を川へ放す種苗放流は、渓流
魚の増殖手法として最も広く普及・定着した
方法ですが、放流後の生残率が極めて低いこ
とが問題となっています。この原因の 1 つに、
放流魚は野生動物に捕食されやすいことが挙
げられます。野生動物による捕食への対応策
としては、放流時の魚体を大きくすることが
有効と考えられてきました。しかし、その根
拠を示す報告例は少なく、どの程度の大きさ
の放流魚であれば効果があるのか、捕食者の
大きさによって効果は変わらないのかという
点は不明のままでした。そこで本研究では、
魚類間の被食―捕食と体サイズとの関係を調
査し、それらの結果をもとに野生動物に捕食
されにくい放流方法を考察しました。

⃝方　　法
　水槽内に放流魚としてヤマメ、捕食者とし
てイワナを収容し、それらの体の長さ（尾叉長）
と放流魚の生残個体数と
の関係を調査しました。
その後、これらの関係が
自然環境下でも再現され
るかを検証するため、日
光庁舎内を流れる屋外人
工河川（図 1 ）に放流魚

（ヤマメ）と捕食者（野
生のニジマス、ブラウン
トラウトおよびカワマス）
を放流し、放流魚の生残率を調査しました。

⃝結果・波及効果
　水槽実験の結果、放流魚の尾叉長が捕食者
の尾叉長の30％以下になると食べられやすく、

40％以上になると食べられにくくなることが
わかりました。さらに、小型の放流魚ほど大
型の捕食魚に数多く食べられてしまう傾向が
認められました（図 2 ）。人工河川で放流実
験を行った結果、放流魚の尾叉長を55-75mm
から80-100mmへ増加させることで魚類によ
る捕食の影響を緩和できると考えられました

（図 3 ）。しかし、放流魚を大きく育てるには
コストや時間がかかるため、やみくもに大型
魚を放流すると費用対効果が薄れます。した
がって、放流場所ごとの捕食者の種類や体サ
イズを把握し、コスト面でも効率的な放流魚
の体サイズを事前に検討することが、本技術
の普及・実用化を進める上で重要であると考
えます。

【研究課題名】
水産庁委託「放流用種苗育成手法開発事業」

【実施年度】平成25～29年度

内水面研究センター　資源増殖グループ　宮本幸太

図 1　日光庁舎内を
流れる人工河川 生
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図 3　�人工河川に放流したヤマメ（放流魚）の生残
率と体サイズとの関係
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図 2　�ヤマメ（放流魚）の生残個体数とイワナ（捕
食者）の体サイズとの関係
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