


























水産経済部 動向分析研究室 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

漁業経営体数は大きく減少している。また、漁業就業者の高齢化が一層進展している。さらに、平

成 5 年から平成 10 年の間に 11 の沿海市町村で漁業集落が消滅する等、漁業地域の水産業活力の

低下が顕著となっているが、水産業活力を総合的に判断できるような科学的根拠に基づいた指標が

ないため、漁業地域活性化に向けた指針が見いだせない状況にある。そこで、市町村等の行政担当

者等が水産業の総合的な活力を判断することができ、さらに活性化方策も明らかにすることができる

「水産業活力指標」を新たに構築した。 

成  果 成成    果果  

1. 水産業活力指標を用いて

全国及び８海区について

1978 年から 1998 年にかけ

ての時系列変化を分析した

結果、水産業活力は 1983

年をピークとして 1998 年ま

で各海区とも低下傾向にあ

ることを明らかにした。 

1. 我が国沿海 913 市町村及

び 1966 漁業地区について

1993 年と 1998 年の水産業

活力指標を分析した結果、

市町村及び漁業地区単位

でみると、水産業活力は

2/3 の地域で低下したが、

1/3 の地域では向上したことを明らかにした。水産業活力が向上したこれらの地域では、主とし

て生産性や背後条件が向上していた。 

波及効果 波波及及効効果果  

地域漁業の活力診断や漁業における条件不利地域の判別、漁業地域活性化重点地域の選定等

の活性化施策の実施に活用できる。 

  

連絡先 玉置泰司 

「水産業活力指標」の構築 



海洋生産部 海洋動態研究室 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. マアジは２－４月に東シナ海の台湾周辺海域で主に産卵するとされるが、卵稚仔の輸送・生残

過程については未だ不明な点が多い。 

2. マアジの加入量予測の精度向上には、稚仔魚が太平洋側、日本海側、そして九州沿岸へと配分

される割合を求めることが不可欠であり、課題では数値モデルで海況を推定し、稚仔の配分量

を予測するシステムを開発する。 

成  果 成成    果果  

1. ３次元海洋大循環モデルに格子形成法を適用して東シナ海を中心とした日本周辺海域の高解

像度化を図った。陸棚縁辺の前線渦、黒潮分枝流、大陸系冷水の張り出しなど微細な現象を解

像できる。 

2. 調和解析を利用した潮汐除去法を適用して陸棚上の衛星海面高度場もモデルのデータ同化に

利用することで、前項と併せた改良により、黒潮流路については 30 日先、対馬暖流流量につい

ては 20 日先まで予測可能になった。 

3. マアジ仔魚採取調査によると、2001 年２月は 3mmNL 未満の仔魚が黒潮北縁に沿って分布して

いたが、2002 年の２－３月は台湾北東海域に固まって分布していた。モデル流動場による疑似

卵放流実験は現場の仔魚分布とほぼ同じ分布様式を再現し（図１）、両年の分布の違いとして、

2001 年は 2002 年と異なり、台湾北東海域に正偏差の渦が停滞していたため、黒潮分枝流に乗

って北上した卵が時計回りの循環流の影響で黒潮へ引き込まれて速やかに北東方向へ流され

たことに一因があると考えられた。 

図１．モデルで推定した流動場に基づく(a)2001 年と

(b)2002 年の 2 月15 日から 2 月20 日までの粒子放

流実験。図の黒点は台湾北東の■に粒子を放流し

て重ね合わせたもので、背景は 2 月15 日0 時のモ

デルで推定した表面水温分布を示す。 

 

波及効果 波波及及効効果果  

1. 卵・稚仔輸送モデルについては生残過程の定式化が今後の課題であるが、海況モデルは、マア

ジに限らず、スルメイカ、マイワシ等の卵・稚仔の輸送経路の推定にも利用可能で応用範囲が広

い。 

連絡先 小松幸生 

協力機関 京都大学大学院農学研究科、西海区水産研究所 

黒潮域における数値モデルを併用した海況モニタリングシステムの開発



海洋生産部 物質循環研究室 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. 有明海湾奥部では夏季の貧酸素水塊の発生が漁業に深刻な影響を及ぼしている。 

2. 湾奥部の浮泥・堆積物の分布・挙動と有明海の環境異変に及ぼす影響を解明する。 

成  果 成成    果果  

1. 自動観測機器を用いた夏季の連続観測から、浮泥が沈降する小潮時に湾奥の干潟縁辺部で貧

酸素水塊が発生していることが明らかとなった（図）。 

2. 210Pb 年代測定法により有明海の堆積速度を明らかにした。諫早湾口の堆積速度は 1970 年代前

半頃までは有明海湾口部と同程度であったが、1970 年代後半～1980 年代初頭を境に３倍程度

速くなっており、この時期に何らかの環境要因が大きく変化したことが示唆された。 

波及効果 波波及及効効果果  

1. 貧酸素水塊が発生する海域・時期を特定し、湾奥部の効果的な底質改善策を提案した。 

2. 堆積速度を明らかにすることにより、有明海の物質循環を解明する上での基礎データを提供し

た。 

有明海湾奥部・西部海域における 

干潟浮泥物質の栄養塩循環に及ぼす影響の解明 

有明海湾奥干潟縁辺部における 2003 年 7 月 9 日～9 月 3 日の (a)定点 T3 の

潮位と(b)定点 T1～T4 底層（海底から 0.5 m）の DO 濃度の変動 

 

連絡先 田中勝久（西海区水産研究所東シナ海海洋環境部）、児玉真史 

協力機関 日本水産資源保護協会、福岡県水産海洋技術センター有明海研究所、佐賀県有明水産振興セン

ター 



加入管理のための資源評価法および管理基準の開発 

資源評価部 資源動態研究室 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. 我が国は 1997 年から TAC（漁獲可能量）による管理を開始した。 

2. 水産資源の変動は漁獲と環境要因の両方の影響を受ける。 

3. 資源量推定や資源変動には不確実性がある。 

4. 不確実性を考慮した加入管理（注）の手法の開発が必要。 

成  果 成成    果果  

1. マサバを対象とした資源変動モデルを

開発し、資源評価と管理における不確

実性を考慮したシミュレーションを可能

にした（図１）。 

2. 自然死亡係数 M を正確に推定すること

は困難であるため、資源量推定や資源

管理においては M を適当に仮定してい

る。シミュレーションの結果、M を過小

に仮定した場合は、M が正しく推定され

た場合に比べ親魚量（SSB）は少なく

（図２）、漁獲量は資源量に対して過大となった。そのため、M の過小評価は資源管理上危険

であるといえる。 

波及効果 波波及及効効果果  

1. 環境変動や様々な不

確実性に対して安全

（頑健）な水産資源の

管理方策が開発され

る。 図２．自然死亡係数 M に応じたマサバ親魚量 SSB の年変化の一例

（X 軸はシミュレーション開始からの年数） 2. 国民・漁業者・管理部局（行政）

の資源管理に対する理解が広

まる。 

 

連絡先  谷津明彦 

注：加入管理：加入量（子の量）が安定するように
親魚量を管理すること。 



資源評価部 上席研究官 

（生物機能部 細胞生物研究室・分子生物研究室） 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. 1970 年代にインド洋及び太平洋の熱帯海域で我が国が実施した“ニタリクジラ特別捕獲調査”に

より、未知のヒゲクジラの存在を示唆する標本が得られた。 

2. 1990 年代に欧米の研究者が、店頭の鯨肉（韓国）や解体後海中に廃棄された鯨骨（フィリピン）

から異質なミトコンドリア DNA シーケンスを報告した。 

3. IWC（国際捕鯨委員会）の反捕鯨勢力はこれらの個体や DNA シーケンスを全てニタリクジラの変

異とみなし、分類学的不確実を理由にクジラ資源の開発阻止を計った。 

成  果                   成成    果果                                      

1. 上記の 1 がナガスクジ

ラ属の新種であること

を確認し、 

Balaenoptera omurai

（和名：ツノシマクジ

ラ）と命名した（Nature 

426: 278-281）。 

2. これまで同一種と誤認

されてきた B. edeni と

B. brydei（ニタリクジラ）を骨学と分子の新たな証拠に基

づいて別種に分離し、上記の 2 が主として B. edeni（カツ

オクジラ）であることを明らかにした。 

波及効果 波波及及効効果果  

1. 鯨類に限らず、博物館の動植物標本や

店頭販売商品の種の同定にDNA分析が

極めて有効であることが理解される。 

2. ナガスクジラ属の分類における長年の誤

認や混乱が解決されて種や系群の分布

に関する知見が修正され、より正確な資

源評価が可能となる。 

3. 我が国の調査捕鯨の科学的貢献が国際

的に評価され、我が国の主張への理解

が深まる。 

 

連絡先  和田志郎 

協力機関 岩手県立博物館・国立科学博物館 

ミトコンドリア
クジラ属８種

ツノシマクジラの外観の特徴 
・左胸部だけが黒く、胸びれの裏は灰色でなく白い。 
・うね（約90本）は細長く、へそに達する。 
・最大体長はカツオクジラとほぼ同じ約12 m。 

クロソイ、アカイカ類等の資源生物における 
ＤＮＡ多型の利用法の開発 
 

DNA調節領域全長の塩基配列にもとづくナガス
の近隣結合系統樹（外群：セミクジラ） 



ニギス等主要底魚類の分布特性及び生物特性の把握 

－サルエビ種群の再検討と新種ナンセイサルエビの記載－ 

資源評価部 生態特性研究室 

（黒潮研究部 資源生態研究室） 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. 小型底曳き網漁業の重要対象種であるクルマエビ科のサルエビ Trachysalambria curvirostris 

は、分類学的に混乱していた。 

2. サルエビおよび近縁種の分布域や漁獲実態を把握するため、これらの分類学的再検討が必要

であった。 

成  果 成成    果果  

1. 模式標本が焼失しているサルエビにおいて新模式標本を指定し、これとの比較からサルエビ種

群として 6 種を認めた。 

2. そのうちの 1 種ナンセイサルエビ T. nansei を新種として記載するとともに、サルエビ種群各種を

分類するための検索表を示した。 

3. これまでインド-西太平洋区でサ

ルエビとして報告されてきたもの

の多くが別種であり、サルエビの

分布域は東アジアのみである可

能性が考えられた。 

4. 我が国周辺にはシラガサルエビ

T. albicoma、サルエビ、オキサル

エビ T. longipes、ナンセイサルエ

ビの 4 種が生息することが判明し

た。 

波及効果 波波及及効効果果  

1. 種の正しい認識という資源管理上

の最も基礎的かつ重要な知見が蓄積されたことにより、我が国周辺の小型底曳き網漁業におけ

る資源管理方策の策定が可能となる。 

2. 大量に漁獲されているという中国産サルエビの漁獲実態を明らかにすることができる。 

連絡先 阪地英男 

共同研究 水産大学校 

その他  Sakaji and Hayashi (2003), A Review of the Trachysalambria curvirostris Species Group (Crustacea: 

Decapoda:Penaeidae) with Description of a New Species. Species Diversity 8(2), 141-174.  



浅海増殖部 資源増殖研究室 

背背景景・・目目的的  

1. アワビ類の漁獲量はピーク時の 6,000 トンから 2,000 トンに減少。 

2. 毎年およそ３千万個の人工稚貝を放流しているが、資源の回復に結びつかず。 

3. 減少の原因として、乱獲、海洋環境変動、海岸線の開発などが考えられるものの、その実態は不

明。 

4. 変動要因を特定する上で最も重要な産卵から稚貝期までの初期生態が未解明。 

成成    果果  

1. プランクトンネットの層別曳網により、浮遊幼生の出

現、分布状況の把握が可能となった。また分布層は

一定ではないことが確かめられ、定量的な採集には

鉛直曳または傾斜曳が必要であることが明らかとな

った。 

2. 付着珪藻を培養し、さらに数 cm のアワビを匍匐させ

るという処理を行ったプラスチック板をコレクターとし

て用いることにより、着底初期稚貝の採集調査が可      

能となった。                               コレクターで採集されたアワビ初期稚貝 

波波及及効効果果  

1. 浮遊幼生の採集技術が確立されたこと

により、天然海域における産卵特性およ

び浮遊期間における輸送等の再生産機

構の解明が図られる。 

2. 着底初期稚貝の採集が可能となったこ

とにより、発生初期の減耗要因等の資

源特性が明らかになるとともに、天然稚貝     平成１５年に観察されたアワビ浮遊期幼生の層別分布密度 

の発生量を指標とした漁場評価が可能となる。 

連絡先  堀井豊充 

共同研究 東京大学海洋研究所、神奈川県水産総合研究所 
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アワビ資源の初期生態解明 



                内水面研究部 生態系保全研究室 

背背景景・・目目的的  

1. 淡水魚は、同じ種類であっても、生息地ごとに遺伝子の組成が異なっている可能性が高い。 

2. 遺伝子組成の違いは、それぞれの生息地の環境への適応進化の結果であり、今後その魚を水産

資源として永続的に利用していくためには、遺伝的多様性を保全したほうが良い。 

3. 渓流の重要な水産資源であるイワナについて、生息地固有の遺伝子を守る方法を検討する。 

成成    果果  

1. イワナの在来個体群（それぞれの川固有の魚）の多くは、堰堤やダムの上流の狭い範囲に隔離さ

れて生息していた（図１）。 

2. 同じ川に流入する隣り合った支流であっても、イワナの遺伝子は支流ごとに異なっていた。 

3. 堰堤やダムの上流の距離が短い支流や、流量の少ない支流のイワナほど、遺伝的多様性が低

かった（図２）。 

       
N

 

 

 

 

 

 

 

波波及及効効果果  

1. イワナの保護や増殖は、支流ごとに行う必要があることを都道府県や漁協に説明できる。 

2. イワナの遺伝的多様性を保つためには、堰堤やダムの上流に隔離しないようにしたり、流量を減

らさないようにする必要があることを、国土交通省や林野庁に説明できる。 

3. イワナをはじめとする淡水魚については、今後遺伝子解析を行う都道府県や大学が多いことから、

研究手法を提供できる。 

連絡先 中村 智幸 

主要淡水魚地域個体群の生態的特性と遺伝的多様性の関係解明

― イワナの遺伝的多様性を守るためにはどうしたらよいのか ― 

図１ ある川におけるイワナの在来個体群の生息分布 
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図２ 支流の環境要因とイワナの遺伝的多様性との関係 



 

内水面研究部 資源生態研究室 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. ブルーギル Lepomis macrochirus による在来種への悪影響が推測されている。 

2. ブルーギルによる在来種への影響は、餌をめぐる潜在的な競争や捕食によることから、ブルー

ギルの摂餌生態の解明が求められている。 

3. ブルーギルの主たる餌料であることの多い動物プランクトンは多くの魚類や仔稚魚の初期餌料

でもある。したがって、ブルーギルがどのような動物プランクトンを選択的に摂餌するかを明らか

にする必要があ

る。 

成  果 成成    果果  

1. 二つのため池に

生息するブルー

ギルでは動物プラ

ンクトンが重要な

餌料の一つとなっていた。 

2. 日和見的な摂餌生態を持つと考えられているブルーギルは、動物プランクトンに関してはサイズ

選択的に大型の動物プランクトンを摂餌する。 

波及効果 波波及及効効果果  

1. 動物プランクトンを摂餌する在来魚やその仔稚魚の保護に当たり、外来魚ブルーギルの悪影響

を評価できるようになる。 

 

連絡先 坂野博之 

協力機関 三重大学（生物資源学部 生物圏生命科学科 淀 太我） 

ブルーギルは大型の動物プランクトンを選択的に捕食する 



利用加工部 素材開発研究室 

背背景景・・目目的的  

1. 

2. 

3. 

皮膚の健常性維持には、ワックスなどで表面に閉塞性の膜を作るのではなく、皮膚内に含まれる

保湿性のセラミドの供給が強い効果をもたらすことが明らかとなった。 

化粧品として多量のセラミドの供給が要望されているが，その供給源が牛脳しかなく，量も極めて

少ないため、化学合成品が、代替品として使用されてきた。 

化粧品として利用する場合、直接ヒトの肌に使用したり、食品として経口で摂取したりするため、安

全な天然品が強く求められている。 

 

成成    果果  

1. 水産廃棄物中のセラミド誘導体の探索を行い、

深海性ソコダラ類の内臓や皮（廃棄物中）に

相当量のセラミド誘導体（スフィンゴミエリン）

を見出した。 

捨てられるアコヤガイ軟体部からも、相当量

のセラミド誘導体（セラミドアミノエチルホスホ

ン酸）を見出した。                           セラミドアミノエチルホスホン酸 

2. 

  

波波及及効効果果  

1. 

2. 

3. 

水産廃棄物から、セラミド誘導体を見出したことから、廃棄物の減量化が可能となり、環境に対し

て負荷が小さくなる。              

有用で安全なセラミドを、供給できる技術開発が可能となった。 

セラミド抽出後排出される２次残さを、高品質ミールへ再処理・転換する技術が開発される。 

 

連絡先 齋藤洋昭 

アコヤガイ等二枚貝廃棄物からの 

セラミドアミノエチルホスホン酸の効率的抽出 



利用加工部 品質管理研究室 

背背景景・・目目的的  

1. ＥＰＡ・ＤＨＡなどの魚油の機能性を生かした食品の開発が必要である。 

2. 実際の食品レベルの高タンパク質濃度系における乳化魚油の酸化安定性は不明であり、その検

討が急がれている。 

3. 魚油と魚肉タンパク質を乳化させた素材の、加工品原料としての性状に及ぼす各種要因の影響

について明らかとし、より高品質の素材開発のための知見を得る必要がある。 

成成    果果  

1. 乳化魚油が単体魚油よりも凍結保管中の酸化安定性が高いことが、モデル系ばかりでなく実際の

食品レベルの高タンパク質濃度系においても確認することができた。 

2. 脂質の存在状態に及ぼす脂質組成の影響について検討し、リン脂質とトリグリセリドでは乳化素

材の加熱ゲル形成能や脂質分散などの挙動が全く異なることを明らかとした。 

3. 魚油と魚肉タンパク質を乳化させた素材を用いた食品を調製し、付加価値を高めたすり身加工品

の原料として有用であることを示すことができた。 

波波及及効効果果  

1. 魚油と魚肉タンパク質を乳化させた素材の加工特性 

や、これに及ぼす影響要因を明らかとすることによ 

って、より高品質な素材開発が可能となる。 

2. ＥＰＡ・ＤＨＡなどの魚油の機能性を生かした各種 

形態の食品の提供が可能となる。 

 

連絡先  岡﨑惠美子 

協力機関 東京都食品技術センター 

魚肉すり身の品質に及ぼす微粒化魚油の影響の解明 

ブランド・ニッポンを試食する会2003において

提供された食材（乳化すり身のオードブル） 

その他 ブランド・ニッポンを試食する会 2003（主催：（独）農業・生物系特定産業技術研究機構、 

共催： 水産総合研究センターほか）における機能性食材として出品 



魚類の骨格・体節形成におけるストレスの影響解明 

利用加工部 食品バイオテクノロジー研究室 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. 魚類胚は熱、放射線、紫外線、薬剤などのストレスに対する感受性が非常に高いことから、生体

へのストレスの影響のメカニズムを解析する上で、重要なモデルとなる。 

2. 発生、形態形成、性分化などの生命現象を魚類胚を用いて解析する。 

3. 生体内でのアポトーシス細胞のDNA断片化を特異的に染色するTUNEL法で観察する手法を開

発し、アポトーシス誘導の分子機構を解析した。 

 

成  果 成成    果果  

1. ゼブラフィッシュおよびヒラメ胚を用いて、ストレス処理およびアポトーシス誘導剤 C2 セラミドの

投与によるアポトーシス誘導を観察した。 

2. ストレス条件で、目の小型化、膜鰭の崩壊、脊

索の屈曲・彎曲などの形態異常が生じた。アポ

トーシスは組織特異的および発生段階特異的

に生じることが分かった。 

3. アポトーシス実行分子カスパーゼ遺伝子を導

入したトランスジェニックゼブラフィッシュを作出

した。この胚では顕著なアポトーシスが誘導さ

れ、アポトーシス感受性のモデル生物として利

用可能である。 

図１ 蛍光 TUNEL 法によって染色されたゼブラ

フィッシュ胚のアポトーシス細胞 

 

波及効果 波波及及効効果果  

1. 魚類胚・魚類細胞におけるアポトーシスの分子機構

どの生命現象の理解に役立つ。 

2. 水産加工残滓からアポトーシスの誘導剤や阻害剤

ングを現在進めている。今後、食品、医薬品、餌料

する。                            

 

連絡先 山下倫明 

その他 特許 環境ストレス耐性を強化した魚類，特願 2002-

     T. Yabu, Y. Ishibashi, and M. Yamashita Fish. Sci. 69, 12

過剰なアポトーシスを生ずるトランスジェニック魚
が明らかとなり、発生、形態形成、性分化な

として利用可能な生物活性物質のスクリーニ

などに利用できる素材開発に本手法を応用

      

031384 

18-1223 (2003). 

類，特願 2002-154851 



利用加工部 食品安全性研究室 

背背景景・・目目的的  

1. 水産練り製品の調味料として化学調味料や牛肉エキスが使われてきたが、ＢＳＥ事件を契機に消

費者の食の安全性に対する関心が高まり、天然調味料の需要が増大。 

2. 資源の有効利用を図るため、地域特産水産物および混獲魚を用いて加工品（魚醤油）の製造を試

みる。同時に発酵中の微生物相や化学成分の変化を追跡し、安定した発酵条件を検討する。 

3. 製造した天然発酵調味料（魚醤油）を練り製品（カマボコ）の調味料として加え、製品化を試みる。 

 

成成    果果  

1. 富山湾で漁獲されたシイラ、トビウオ、ニギスを原料魚とし、醤

油麹をスターターに魚醤油を製造する事が出来た。 

2. 発酵期間中の細菌相・化学成分を調べた結果、優占菌として好

塩性乳酸菌が分離され、呈味成分としてアミノ酸・ペプチドの蓄

積が観察された。 

3. アレルギー様食中毒の原因物質であるヒスタミンの異常蓄積

が観察されたロットから好塩性ヒスタミン生成菌が分離され、本

菌がヒスタミン蓄積の犯人であることが明らかとなった。 

4. 製造した魚醤油をカマボコの調味料として使用し、カマボコ品

評会に出展。栄誉大賞を獲得した。 

 

波波及及効効果果  

1. 

2. 

3. 

混獲魚として利用価値の少なかった魚種を利用した加工品の製造。 

発酵技術の向上に伴い、原料のリサイクルが促進される。 

天然物のみを使用した水産加工品の供給により、消費者の信頼獲得。 

 

連絡先 里見正隆・及川寛・矢野豊 

地域水産物を用いた天然調味料の開発とその調味料の 

ねり製品への応用 



利用加工部 機能評価研究室 

背背背景景景・・・目目目的的的   

1. 我が国では，食生活の欧米化にともない高齢者の脳梗塞，虚血性心臓疾患などの循環器疾患

の罹患率が増加。 

2. 来たる高齢者社会で健康に老いるために日本型食生活，魚食文化の良さを再認識することが重

要。 

3. 循環器疾患の予防には血液の性状，特に血液凝固・線溶系を正常に保つことが必要であるが，

これらを正常に保つために有効な食事成分はほとんど明らかにされていない。 

成成成      果果果   

1. 魚由来高度不飽和脂肪

酸の血液凝固抑制作用

が血液凝固に関与する

因子の低下に由来する

ことを明らかとした。 

2. 魚油は血液凝固を抑制

するが，固まった血液を

溶かす機構（線溶系）に

はほとんど影響を与え

なかった。 

3. 魚のタンパク質は血管

壁や血中で形成される

血栓を溶かす働き，線

溶系を活性化させた。 

4. 魚食による脳梗塞，虚

血性心臓疾患などの循

環器疾患の予防作用は魚油の血液凝固抑制作用と魚タンパク質の線溶系活性化作用の複合的

作用であった。 

波波波及及及効効効果果果   

日本型食生活，特に魚介藻類の健康への役割を以下の点について世界に向けて発信するとともに，

魚介藻類の消費拡大による水産業，水産加工業の振興に寄与する。 

1. 食品の機能性は１つの成分にだけ由来するものではなく，食品に含まれるいろいろな機能性成

分の複合的作用で初めて発揮される。 

2. 日本型食生活は豊富な食素材を組み合わせ，いろいろな調理法で色，形，味を楽しむ文化であ

り，かつ食品の機能性を有効に発揮させるための日本人の知恵である。 

3. その中で魚介藻類は日本人の健康の維持に重要な食素材である。 

連絡先 村田昌一 

魚食を中心とする日本型食生活の健康への役割を科学的に証明する



環境変化に耐えるノリ育種 

水産遺伝子解析センター 

背景・目的 背背景景・・目目的的  

1. 

2. 

3. 

4. 

有明ノリが色落ちするという不作が起こり対策が急務。 

有明海の環境変化に適応するノリ品種作出が重要。 

従来の育種では長期間にわたる選抜が必要。 

効率的な育種のためにはノリ遺伝情報を蓄積し、新規の遺伝子情報を利用した育種、マーカー

育種法開発が必要 

成  果 成成    果果  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ノリ色落ちに関

連すると考えら

れる、色素に関

する遺伝子が存

在する葉緑体ゲ

ノム配列決定 

育種の目印とな

るマイクロサテ

ライトマーカー、

ＳＮＰ（一塩基多

型）等のノリＤＮ

Ａマーカーを開

発 

これらマーカーより、ノリ養殖品種は多型性が極端に少ないことが判明 

この結果、新規育種素材として天然集団の確保が重要であることが判明 

天然分布オリジンと考えられる北海道を中心に天然株の探索・採集、ＤＮＡの多様性の確認 

核ＤＮＡや減数分裂を効率的に研究するための基礎となるノリ核ＤＮＡの分染法開発 

（中央水研資源評価部と共同） 

色落ち現象の実験室での再現法及び、色落ち前後での遺伝子発現検討のためのマイクロアレ

イ法を開発、候補遺伝子クローンを単離、同定中  

波及効果 波波及及効効果果  

1. 

2. 

3. 

色落ちを事前に察知しうるのための環境変動に対するノリ側の反応モニタリング系の開発 

水産生物の遺伝子・ＤＮＡマーカーを利用した育種に向けての戦略開発 

水産生物のマイクロアレイを用いた遺伝子解析基礎技術開発 

 

連絡先   中山一郎 

協力機関 中央水産研究所資源評価部、（独）水産大学校、北海道大学、三重大学、福岡県有明海研究所、 

佐賀県有明水産振センター 
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