




はしがき

　「研究の動き」第６号をお届けします。私たちの研
究開発の成果は通常，論文や学会・シンポジウム等を
通じて公表しておりますが，その内容については，な
かなか一般の方々の目に触れにくいものです。そこで，
専門家以外の一般の方々にも私どもの研究開発の成果
を知っていただくことを目的に，成果の内容をわかり
やすく解説した「研究の動き」を平成 15年度から発刊
してきました。
　（独）水産総合研究センター中央水産研究所は，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各庁舎における一

般公開を始め，パネルの展示や解説資料の配付等，積極的に取り組んでいるところで
す。特に，研究開発の成果情報を，一般の皆様を含む多くの方々に広く発信すること
が極めて重要と考えております。
　「研究の動き」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
しております。これは，論文と異なり，「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。また，中央水産研究所の実施課題一覧等，所の活動の
一端を紹介する基本的データも載せました。
　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
撻を賜ることができれば幸甚です。

平成 20年 10月
独立行政法人水産総合研究センター
中央水産研究所長　　　　 井上　潔
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2007（平成 19）年 9月
6 日　　　　水産経済研究連絡会総会・研修会を開催（横浜庁舎），17機関 43名が参加。【水産経済部】

13-14 日　　水産庁の全国資源評価会議（水産庁）に参加。【資源評価部】

19-20 日　　 中央ブロック資源・海洋研究会および同研究会第 1回キンメダイワークショップおよび同研究会ミニ・

シンポジウム「小型底びき網漁業における甲殻類資源の現状と課題」を開催（高知），22機関 69名が

参加。【資源評価部，海洋生産部，浅海増殖部】

 

10 月
13-14 日　　 横須賀市制 100 周年記念事業「子供夢遊びフェスタ」（ソレイユの丘）への水産総合研究センター出展

活動に参加，約 4,000 人が見学

20日　　　 横浜庁舎一般公開に 663 名が来訪，テーマは「来て，見て，聞いて，水産研究所って何してる」　

25-26 日　　 内水面関係研究開発推進会議（資源・生態系保全，内水面養殖部会の合同）を開催（上田），33 機関

50名が参加。【内水面研究部】

 

11 月
1 日　　　　海洋データ解析センター（2グループ 9名）を新設。

12-13 日　　 中央ブロック水産業研究開発推進会議（漁業資源部会，海洋環境部会，浅海増殖部会の合同）を開催（横

浜庁舎），14機関 67名が参加。【資源評価部，海洋生産部，浅海増殖部】

15日　　　 ガボン共和国　森林経済・治水・漁業・国立公園大臣ら来訪。（横浜庁舎）

16日　　　 水産総合研究センターの第 11回水産加工技術セミナー（延岡）に参加。【利用加工部】

28-30 日　　 水産利用加工関係試験研究推進会議・研究部会を開催（横浜庁舎），推進会議は 72機関 91名，研究会

は 175 名参加。【利用加工部】

12 月
4-5 日　　　中央ブロック水産業関係研究開発推進会議を開催（横浜庁舎），16機関 36名が参加。

13-14 日　　 内水面関係研究開発推進会議（資源・生態系保全部会，内水面養殖部会の合同）を開催（宇都宮），24

機関 42名が参加。【内水面研究部】

17-19 日　　 太平洋イワシ・アジ・サバ等長期漁海況予報会議を開催（横浜庁舎）【資源評価部，海洋生産部，海洋デー

タ解析センター】

【　】内は主に関係した研究部等

蒼鷹丸での観測機器展示（2007.10.20） 11 月 1日発足した海洋データ解析センターの業務
と連携体制



2008（平成 20）年 1月
23-24 日　　 水産総合研究センターの第 5回ジャパン　インターナショナル　シーフードショー大阪（インテックス

大阪）への出展・講演活動に参加。【利用加工部】

2 月
1-26 日　　  各研究部等で研究評価会議を開催。

22日　　　  海洋データ解析センターと遺伝子組換え魚介類検査室を外部関係者，報道関係者にお披露目（19機関

50名が来場）（横浜庁舎）。

29日　　　　第 7回湯の湖・湯川調査研究協議会を開催（日光庁舎），21機関 30名が参加。【内水面研究部】

3 月
4 日　　　　水産総合研究センターの日本型水産業業トレ－サビリチィ推進会議に参加。（横浜庁舎）【利用加工部】

11日　　  　中央水産研究所運営会議を開催（横浜庁舎）。

14日　　　  東京湾検討会へ参加，第 1回東京湾研究会を開催。（横浜）【資源評価部，海洋生産部，浅海増殖部】　

24日　　　 マレーシア国立水産研究所長らが来所（横浜庁舎）

4 月
16 日　　  　 水産総合研究センターの「我が国の総合的な水産資源管理のあり方検討会」が初会合（本部），以降，

当所から参加。【資源評価部，水産経済部】

5 月
13 日　　  　水産ジャーナリストの会 5名が取材来訪。（横浜庁舎）

21日　　　　前年度の所内プロ研究およびシーズ研究の報告と今年度の研究課題の説明会（横浜庁舎）。

16日　　　 水産総合研究センターの第 12回水産加工技術セミナー（静岡）に参加。【利用加工部】

加工機械メーカーと共同開発したカタクチイワシ頭
揃え機（シーフードショー大阪 2008．１．23-24）

海洋データ解析センターおよび遺伝子組換え魚介類
検査室披露式（2008.2.22）



6 月
10 日　　  　 水産総合研究センターの第 2回技術交流プラザ「水産物の機能性―高付加価値を目指して」に参加（本

部）【利用加工部】

25日　　　  韓国　国立水産科学院長ら来訪。（横浜庁舎）

7 月
19 日　　　 高知庁舎一般公開に 191 人が来訪。テーマは「黒潮と海のいきもの」

　　　　　   横須賀庁舎一般公開に 314 人が来訪，テーマは「軟体動物の神秘・・やわらか生物タッチングぅ」

23-24 日　　 水産総合研究センターの第 10回ジャパン　インターナショナル　シーフードショー東京（東京ビッグ

サイト）への出展・講演活動に参加【利用加工部】

28-29 日　　 平成 20 年度中央ブロック資源評価会議，資源評価担当者会議，中央ブロック卵・稚仔，プランクトン

調査研究担当者会議，第 1回漁海況情報分析検討会および第 1回太平洋イワシ，アジ，サバ等長期漁海

況予報会議を横浜庁舎で開催。41機関 135 名参加【資源評価部，海洋生産部，海洋データ解析センター，

浅海増殖部】

8 月
5 日　　　　日光庁舎の一般公開に 854 人が来訪。

12-14 日　　 （独）科学技術振興機構主催の「サマーサイエンスキャンプ 2008」が当研究所横浜庁舎，蒼鷹丸，横須

賀庁舎で実施された。高校生ら 10名参加。

20日　　　　関係研究独立行政法人の理事長懇談会メンバーが蒼鷹丸と調査船を視察

24-9 月 3日　 水産食品の安全性に関する研究協力のための日本ノルウエ―合同ワークショップ（ノルウエー）　【利用

加工部】

横須賀庁舎一般公開でのウミウシの展示
（2008.7.19）

サーフネットによる生物採集（サイエンスキャンプ）
（2008.8.13）
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１．漁海況予測と資源量推定の精度向上を目指して，我が国周辺太平洋域の海況を高精度に予測するシステム（FRA-

JCOPE）を 2007 年 4月から運用している．

２．黒潮続流域は時空間変動が大きく，運用開始時の海況予測モデルでは予測のみならず，過去の海洋構造を表現す

ることも困難であった．

３．黒潮続流域は水産資源の再生産に重要な海域であり，水産資源の将来動向や資源量推定を正確に行うためにも，

海況予測モデルの精度向上が求められている．

１．FRA-JCOPE 公開ホームページへのアクセス数が多いときで約 2万 8千件に達した（図 1）．

２．海況予測モデルのデータ同化計算時に基準となる海面高度場を改良・調整を行うことにより，適切に海面高度偏

差として数値モデル内に導入することが可能となった（図 2）．

３．改良された海況予測モデルを使用することにより，黒潮および黒潮続流域における予測・再現性の精度を飛躍的

に向上させることができた．

１．長期漁海況予報，地先の海況変動解析，イワシやアジ等の資源変動要因解析に用いられる資料として利活用され

ることが期待できる．

２．精度が向上した海流や水温の予測情報を用いることにより，大型クラゲをはじめとする有害生物等の出現予測を

実施でき，我が国周辺海域における漁業被害防除に役立つ．

図2：黒潮続流域における黒潮流軸図．観測値 (黒線 )，モデル改良前 (青
線 ) と改良後 ( 赤線 )．図 1:FRA-JCOPE 公開サーバーへの

アクセス数
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１．太平洋クロマグロの産卵場は沖縄南部の海域を中心とした，比較的狭い海域に限られている。

２．産卵されてから二・三ヶ月後に，高知県沖や長崎県沖の海域に来遊し，このときの来遊資源量が，その年生まれ

のクロマグロの豊度となる。

３．太平洋クロマグロの 0才魚来遊資源量は変動が大きく，資源管理のために変動要因の解明が進められている。本

研究では仔魚分布と水温の関係を調査した。

１．クロマグロの主産卵期は 5月～ 6月であり，５月の仔魚の主分布域は八重山諸島から台湾沖にかけての海域にあ

る（図１）。その後分布域は 6月の沖縄本島付近から 7月の伊豆諸島周辺に北上する。

２．仔魚の空間的な分布は月により変化するが，仔魚の分布する水温帯は 24～ 28℃で，26℃台に分布の中心を持

つ特徴は変わらない（図２）。成魚は通年 19～ 23℃に主として分布するが，主産卵期に最も高い生息水温を選

択しており，産卵行動と水温の間に密接な関係があることが示唆された。

３．この海域の海洋学的な特徴は，亜熱帯循環の西端にあたり，高水温であることと西側を北流する黒潮が存在する

こと，直径約数百 kmの渦が存在していることであり，これが仔魚の成長とその後の日本近海の摂餌海域への移

動にとり重要な要素と考えられる．

１．太平洋クロマグロの加入量変動機構の解明と加入過程を明らかにする上で端緒となる成果である。

２．地球温暖化の太平洋クロマグロへの影響を予測するために重要な知見となる。

�
�

�

図１：産卵時期（5月）のクロマ
グロ仔魚と 20m 深水温の関係。
写真はクロマグロ仔魚。

図２：1960 年から 1989 年までの５月（左図）と６月（右図）のクロマ
グロ仔魚が採集された調査点の海面水温頻度分布．両月とも分布の中心は
26度台にある。
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　大規模変動するさば類，マイワシ等海洋生物資源をその特性に併せて社会経済的観点からどのように管理すべきか

を予備的に検討した。

１．資源の大規模資源変動に漁業への参入，退出は即座に対応できない。また，資源変動に即した漁業への参入，退

出は固定資本を考えれば社会的にも不合理ともなり得る。

２．資源利用税は，所謂新古典派経済学では，希少資源利用に課税し利用を節約し，資源を回復させる手段となる。

ここでは新規に大規模変動（レジーム・シフト）を前提にして，資源高水準期に管理の目的税として税を徴収し，

低水準期には漁業者等に補助を与える方策を考えた。

３．資源低水準期には厳に許容漁獲量による管理が必要であるが，高水準期には資源管理の観点からは精密な数量管

理ではなく，一般に経済的手法による漁業管理で足りよう。

４．時間軸に従った資源の管理の動態的効率性を高める政策が必要である。漁業生産あるいは消費の主にどの段階に

資源管理経費（税）を帰着させるか，従量税あるいは従価税とするか，また需要の価格弾力性等から，具体的な

税制の検討を進める必要がある。資源低水準期には資源の維持や特に高い再生産成功率を示す年代には資源回復

させる必要があり，この時獲り控えに補助金を与える方策となる。この「税と補助金」は，資源を利用する産業

内やその消費者で自ら資源高水準期に蓄えておくべきとの考えによる。

５．将来予測される世界的な食料の逼迫状況等からは資源管理経費を国民全体（政府）で負担する政策を採ることが

自然である。魚価安定基金法等により資源高水準期には生産調整や魚価安定施策が実施されていた経過もある。

この場合は，漁業からの税は議論の対象とはならない。

大規模変動する海洋生物資源の管理方策検討に資する。

図　大規模変動する浮魚資源の漁獲量の
経年変化　　
（例：北部太平洋まき網漁業）
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　まぐろ類の需要は国際的に増大しており，日本近海のクロマグロも価格の上昇が予想される。このことから漁獲圧

力の高まりによる資源の減少や，WCPFC（中西部太平洋まぐろ類委員会）の発足にみられるような資源管理による

漁獲量の規制等が想定される。また，クロマグロ養殖用の天然種苗の需要が増大していることから，同様に漁獲量の

減少・規制が想定される。

　このような背景があることから，漁業経営の効率化・安定化を検討するためには供給構造（経営実態）の解明が不

可欠である。本報告は，この調査の一環において把握した日本近海クロマグロを漁業対象とした漁業実態について概

要を述べる。調査対象地は，まき網漁業（鳥取県境港市），はえ縄漁業（沖縄県），定置網漁業（新潟県佐渡市），ひ

き縄漁業（長崎県対馬市）である。

①鳥取県境港市で，クロマグロはベニズワイとともに重要な漁業対象種であり，

特に，夏期においては主要な漁獲物であるため，地域にとって必要不可欠な魚と

なっている。さらに，近年は，地域活性化の目玉にすべく，イベントや地域の料

理店等とタイアップする試みが見られた。②新潟県佐渡市も同様に地域の重要な

漁業対象種であり，クロマグロを地域及び観光の活性化に役立てるために，漁業・

商工関係者で検討中であった。③沖縄県では，かつてはそれほど重要な漁業対

象種ではなかったが，現在はえなわ漁業の重要な対象魚種となっており，クロマ

グロは貴重な収入源となっている。また，近年，クロマグロを利用したマグロス

テーキが那覇市等でメニュー化され，新たな沖縄の名物になることへの期待も大

きい。④長崎県対馬市の全漁業者のうち7割がひき縄漁業を営んでおり，さらに，

ひき縄漁業の漁獲金額のうち約半分はヨコワ（クロマグロの稚魚）が占めており，

地域においては欠くことのできない漁業対象種となっていた。このうち，活ヨコ

ワは養殖クロマグロの種苗となり，脂の乗ったクロマグロとして流通する（図）。

　このようにクロマグロは，日本の各漁業地域において，漁業経営のうえで必要

不可欠な魚であるとともに，今後，地域の活性化を図るうえで重要な役割を担う

ことが期待されている。

日本近海クロマグロを対象とした供給構造（経営実態）の解明に役立てることができる。

図　対馬の養殖クロマグロ水揚
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　漁業生産の担い手は，水産業の健全な発展や国民に対する水産物の安定供給，さらには漁業地域の活性化に不可欠

な存在である。にもかかわらず，高齢化が進行する一方で，新規確保が困難な状況が続いている。そこで，漁業の就

業構造を統計的に分析して，若年漁業者（39歳以下）が存在する条件を明らかにした。

１．若年漁業者は，減少傾向から転じて，1998 年から 2003 年にかけて増加した。この動きは，失業率の上昇といっ

た雇用情勢の悪化と関係が認められたことから，若年漁業者の動向は，漁業外の労働市場条件の影響を受けるこ

とを明らかにできた。

２．経営体階層別の年齢構成をみると，3～ 5t 階層以上では上位階層ほど若年漁業者が多かった。ただし，1t 未満

階層に副業的な従事者の存在も確認できた。また，漁業種類別にコーホート分析を行った結果（図 1，2），若年

漁業者の加入は，自営漁業では養殖業と低投資型の漁家漁業，雇われ漁業では沿岸の雇用型漁業で多いという傾

向を特定できた。このことから，若年漁業者の存在条件を理解するためには，漁業規模に加えて従事形態に目配

りが必要であるという示唆が得られた。

３．後継者がいる個人経営体の割合と各種指標の相関をみた結果，漁獲金額と強い相関を示し，特に 500 万円以下

の経営体割合と相関（r ＝－ 0.7813）が最も強かった。よって，若年漁業者は水揚金額の影響を受け，500 万

円付近にボーダーラインがあることを特定できた。

４．以上の結果を基にして，今後は生産現場における聞取調査や若年漁業者のアンケート調査を実施することで，若

年漁業者の動向に関する知見を獲得し分析を深化させたい。

今後の漁業就業者の確保対策や漁村の過疎化対策の立案に役立てることができる。
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１．琵琶湖産のコアユは１産卵期に２回以上産卵（多回産卵）を行うことが知られていたが，仔稚魚が海で育つ普通

のアユ（いわゆる海アユ；正式には両側回遊型アユ）はサケのように一生に１回産卵して死ぬものと考えられて

いた。

２．近年になって両側回遊型アユも天然で多回産卵を行っている可能性が示唆されたが，その検証は不十分であり，

普遍性も不明であった。

３．そこで，山形県の小河川（鼠ヶ関川）と大河川（最上川）において産卵期アユの採集を行い，卵巣の組織学的観

察手法を改良することにより多回産卵の検証とその普遍性の検討とを試みた。

１．アユ卵巣切片に対して PAS 染色を行うことで，産卵後

時間が経った排卵後濾胞（卵を包む濾胞組織が産卵後も

残ったもの；産卵の証拠となる）も検出可能となった。

２．排卵後濾胞の経時的変化をもとにしたタイプ分けを行っ

た結果，産卵期の後半では大部分の卵巣において２種類

または 3種類の排卵後濾胞が検出され（図１），両側回

遊型アユにおいても多回産卵が普遍的であることが明ら

かとなった。

３．現在，本染色法を含めた改良組織学的手法を用いること

により，重要海産魚のサバ類やサンマ等においても産卵

履歴の推定が可能かどうか検討中である。

１．これらの手法を用いることにより多様な魚の産卵履歴が組織学的観察により推定できるようになり，経産魚と未

産魚の区別も簡単に出来るようになることが期待できる。

２．各種再生産パラメーターや親魚量の推定精度が向上し，資源評価や資源管理に役立てることが出来る。

図 1：産卵期後期のアユ卵巣で認められた３種類の
排卵後濾胞（１－３）．
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　春季の黒潮続流域における仔稚魚の成長・生残の成否は，小型浮魚類（イワシ・サバ類）の加入量を決定する要因

として重要である。水温が急激に変化する黒潮続流フロント域においては，仔稚魚は極めて集中した分布を呈してい

るが，分布を規定する要因が不明であるのはもちろん，詳細な分布状況も不明である。イワシ・サバ類のみならず，

魚類一般においても，フロント域への集積機構を解明することは，餌料との遭遇過程の視点から成長，生残および加

入の決定機構を解明していく上で重要である。このため，本研究では黒潮続流フロント域における詳細な分布状況を

把握することを目的として，ネット採集によりカタクチイワシ仔稚魚の分布状況を解像度 5マイル程度（約 9 km）

の微細スケールにおいて解析した。

１．カタクチイワシ仔稚魚の分布密度が黒潮流軸付近で劇的に変化することが捕らえられ，以下のような分布特性を

　　持つことが明らかとなった。

　　(1) 黒潮続流の流軸から冷水側 10数マイルの間で，中層 ( 深度 30 m以浅 ) における分布密度が急激に高くなる。

　　(2) 表層 ( 深度 1m以浅 ) における分布のピークは，中層の分布のピークより，10～ 20マイル冷水側へずれる。

２．測点毎に表面と中層の分布量を比較すると，体長 10 mm以上では中層で明らかに多いため，カタクチイワシ仔

　　稚魚の分布状況を的確に把握するには，表層曳きのみでは不十分で，傾斜曳きを主体とした調査を実施すべきで

　　あると考えられた。

卵・仔魚の輸送モデルを高精度化し，資源変動メカニズムの解明に貢献できる。

2003 年 5 月 26 日の調査で得ら
れたカタクチイワシ仔稚魚の分
布状況の一例。左下図は調査時
の表面水温分布。右下図は左下
図 A-B ラインの水温鉛直断面。
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　日本近海のマイワシは，数十年の間隔で大規模な増減を繰り返してきた。資源水準は 1990 年代以降急低下し，現

在は大変低い状態にある。一方，土佐湾には毎年親魚が来遊し，産卵量は安定して推移しており，日本全体のマイワ

シ資源の大変動とは異なっている。土佐湾の個体群は将来マイワシ資源が増加に転じる端緒となる可能性がある。本

研究ではこの海域で孵化，成育するマイワシ稚魚の成長を詳しく解析して，成長の季節変化と年変動を把握し，マイ

ワシ個体群の大規模な変動の要因を明らかにすることを目的とする。

１．土佐湾東部の安芸市沖の沿岸域でイワシ類稚魚を漁獲するシラスパッチ網漁船の協力を得て採集したマイワシ稚

魚を材料とし，耳石 ( じせき ) に毎日 1本ずつ形成される輪紋を判読して孵化後の日数を求め ( 図 1)，成長を解

析した。2006 年 11 月から 2007 年 2月までの月ごとに追跡した結果，成長の指標である極限体長は，11月が

24.0mm，12 月が 26.2mm，1月が 26.9mm，2月が 37.2mmと，後になるほど大きくなった。図 2に最小の

11月と最大の 2月を示す。

２．同様の材料と方法で，2004 年から 2007 年までの 2月の成長を比較した結果，極限体長は 2006 年 (38.6mm)

が最大で，2007 年 (37.2mm) が次ぎ，2004 年 (32.9mm) と 2005 年 (29.5mm) は小さかった。図 3に 2006 年

と 2005 年を示す。マイワシシラスの水揚量は 2006 年が 4年間で最も少なかったことから，成長の良否と個体

密度に逆の関係があることが示唆された。

１．マイワシの初期成長過程を検討することにより，魚類の成長と物理化学的環境および生物的環境との関係につい

ての知見が得られる。

２．マイワシ資源増加の端緒を捉えるとともに，資源変動の要因を解明して，本種の持続的な利用方策を策定する。

図 1. マイワシ稚魚の耳石 ( 径 0.201mm，
輪紋 23本，孵化後 25日 )。

図 2. 2006 年 11 月 と 2007 年 2
月マイワシ稚魚の成長 ( 実線は
Gompertz の成長式，破線は 1日の
体長の伸び )

図 3. 2005 年 2 月と 2006 年 2 月
のマイワシ稚魚の成長 ( 図 2と同じ
形式 )
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　水産分野においてもベイズ統計学が導入されつつあるが，非常に多くのパラメータを同時推定するような大雑把な

段階である。漁獲尾数から資源尾数を推定するVPA（コホート解析）モデルにベイズ統計学手法を適用することによっ

て，一般的な資源解析手法への適用を検討する。

１．マアジ太平洋系群の漁獲データに，年齢別漁獲率における選択率を一定と仮定した SVPA モデルをベイズ統計学

の手法を用いて適用し，資源尾数を推定した。従来の VPAでは漁獲率が大きく変動するという弱点があったが，

SVPA を用いることによって漁獲率は安定し，しかも従来のVPAと同じような推定値を得ることができた。

２．計算は表計算ソフトの一様乱数を用いて行ったが，１０００回程度の試行段階では大きな偏りは生じなかった。

　不良設定問題やデータの条件が悪くて，従来の最適化法ではパラメータの推定値がなかなか収束しないようなモデ

ルについても，広く適用可能である。

図 1. ベイズ型 VPA を用いて推定したマア
ジ太平洋系群の資源尾数（実線）．破線は
従来のVPA．
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　アサリ生産量の減少要因として干潟の餌環境の変化が挙げられているが，干潟環境は極めて多様なため，アサリの

成長や生残に影響している環境要因はまだ良くわかっていない。そこで，どのような要因が餌環境の良し悪しを決め

ているかを調べる目的で，千葉，愛知，熊本，大分各県の干潟で現場飼育実験を行い，環境要因との対応を調べた。

１．底泥表面の粒状有機物の C( 炭素）/N( 窒素）比が大きいと，アサリの生残率（2週間で生き残った個体数の割合）

は低下したことから，植物の細胞壁が多い（おそらく陸生植物由来の遺骸が多い）環境はアサリの生残に不適と

考えられた。

２．干潟の中でも海水の絶対流速の運動エネルギーが高い場所でアサリの成長が遅かったことから，強すぎる流れは

アサリの成長に悪影響を及ぼすと考えられた（図２）。

３．海底直上水の懸濁物中に含まれるクロロフィル量の比率が高いとアサリの成長が速かったことから，浮泥などの

アサリの餌とならない粒子がアサリの摂餌を妨げている可能性が示された。

１．実験結果を「干潟生産力改善のためのガイドライン（水産庁，2008年 2月）」

に反映させた。

２．アサリ漁場の管理や漁場造成のための基礎情報として参考となる。

図１．実験に使用したケージ（円柱状）及び
流速計。ケージの中に測定し個体識別したア
サリを入れ，各干潟で 2週間飼育した。

図２．アサリの成長と干潟上の海水の流れ
海底直上の海水の流向速度を自記式測器で連続測定したデータ
から絶対流速の全運動エネルギーの時間平均（Vrms））を計算
してアサリの現場飼育期間中の殻長成長速度との関係を調べた。
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　日本周辺の藻場のうちホンダワラ類の海藻が繁茂するガラモ場は約 1/4 を占めていますが，ガラモ場がどのよう

に重要水産生物に利用されているかは明確になっていません。本研究ではサザエの食性や成長を調べ，ホンダワラ類

海藻の餌生物としての評価を進めています。

　相模湾のガラモ場（水深 8ｍ）で採集されたサザエ（殻高 100mm）の消化管内容物について，PCR-DGGE 法（変

性剤濃度勾配ゲル電気泳動法）を用いて同じ働きをする遺伝子同士のわずかな違いを分離しその配列を調べました。

その結果，サザエがよく食べるカジメだけでなくホンダワラ類由来と考えられる DNAが約 1/4 の個体で確認され，

天然のサザエがホンダワラ類を餌としていることが確認されました。

　天然藻場の産業上重要種への役割を明確にし，藻場資源を守ることの経済的意義を明確にします。また，食べられ

た餌が原型をとどめていなくとも，PCR-DGGE 法により対象生物が天然で何を食べているかを効率的に明らかにする

ことができます。

16個体の天然サザエ胃内容物の PCR-DGGE 法による生物種の分離。18S rDNA の塩基配列の違いを検出。赤いバン

ドの位置がホンダワラ類，青のバンドがカジメ，黄色のバンドがサザエ由来のDNAを示している。

�
DNA
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　川にダムが作られてしばらくたつと，その下流で川底の岩盤がむき出しになることがあります。これを「露盤化」

といいます（写真 1）。上流から流れてきた砂礫がダムで止められて，下流に供給されなくなるからです。

　露盤化はすでに起きていますが，これからもっとたくさんの川で起きると考えられます。しかし，露盤化が魚に及

ぼす影響はまだわかっていません。

　そこで，露盤化が魚に及ぼす影響を明らかにし，露盤化への対処方法を考えました。

　露盤化により，魚の数が減ることがわかりました（図 1）。

　露盤化への対処方法として，ダムの透過化（スリット化）による砂礫の流下促進と，流下した砂礫を川底に止める

構造が必要であると考えられました。

　露盤化が魚に及ぼすマイナスの影響が明らかになり，国土交通省などの河川管理者がその対処方法の実施を検討し

始めました。

　国土交通省への協力により，ダムへ魚道を付けることのかわりになる，渓流魚（イワナ，ヤマメ）の人工産卵河川

の造成技術を開発しました。そして，その技術を紹介したパンフレットとマニュアルを作成して，関係機関（国や県，

漁協）に配布しました。

写真１　川底の露盤化 図２　露盤化による魚類の減少

研究のうごき，　6-13



　増加したカワウによる内水面のアユ等の食害が懸念される一方で，駆除等によってカワウが極端に減少する事態も

避けなければならない。そこで，食害対策や個体群管理に資するために，数理モデルを作成してカワウの動態を把握

する。カワウは広域移動するため全国規模の個体群モデルが必要となる。

　行政単位を考慮して都道府県を地域個体群とするメタ個体群モデルを構築した。北海道・沖縄を除き，県の数は

n=45 である。各県内には複数のコロニーがあり，繁殖率に密度効果があるとする。個体は県間を距離に応じて移動

することができる。過去の知見によれば，カワウは冬期から夏期に季節移動を行う傾向があり，5月頃に繁殖盛期が

あることから，1年に1度移動して直後に繁殖を行うと仮定した。モデルは離散時間 (1年単位 )の差分方程式で，パッ

チ（県）にとどまった個体数に移入個体数を加えたものが次の年の個体数となる：

　得られた個体数や動態の知見をもとに，食害対策の効果と個体群への影響を定量的に評価することができる。国が

中心となり県が主体となって行うべきカワウ管理の基礎となる。

図１　シミュレーション。青い円の大きさは
各県の平衡状態での個体数の対数を表す。

図 2 シミュレーション。初期個体数の 3000 羽から環
境収容力に達する。

出生・死亡・移出等のパラメータを過去の知見などから与えることでシミュレーションを行った（図 1, 2）。
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　アユの資源量は年変動が大きく，漁獲量は全国的に減少傾向にあります。とくに，日本海沿岸河川では平成 15-16

年にかけて遡上量が激減し，内水面漁業の経営や地域産業に深刻な影響を与えました。アユの遡上量を事前に予測す

ることができれば，それに応じて放流尾数を決定するなど計画的な増殖が可能となります。本研究では，沿岸域にお

けるアユの生態を調査し，遡上量を予測するモデルの開発を行いました。

１．アユの河川への遡上量は，日本海沿岸の広い範囲で，

同調しながら変動していることがわかりました（図

１）。

２．海で生活するアユ仔魚の分布は，河川水の影響がお

よぶ河口周辺 5km以内の沿岸域に限定され， 主にカ

イアシ類などの動物プランクトンを摂食していまし

た。

３．日本海沿岸のいくつかの集団では，10 月の沿岸海

水温が高 い年ほど翌年の遡上が多い傾向がみられま

した。一方，太平洋沿岸集団では海水温との明瞭な

関係は認められず，和歌山県日高川では 10 月の降

水量が多い年ほど翌年の遡上が多いという関係が認

められました（図２）。

１．アユの資源変動を理解する基礎資料として活用できる。

２．予測モデルを活用して，地域のアユ漁業関係者に遡上量の情報を事前に提供することができる。

図1　遡上量の同調パターンに基づくクラスター分析。
　　　日本海沿岸集団では広域で遡上量が同調する傾向が認められ
　　　る。これに対して，太平洋側沿岸河川では地理的に近接する
　　　集団で遡上量が同調する。

図２　山形県鼠ヶ関川（左図）および和歌山県日高川（右図）における遡上量変動と予測。
●実測値、●遡上量と沿岸海水温（鼠ヶ関川）、降水量（日高川）との関係から得られた予測値。
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１．川でのアユの成長は，餌となる付着藻類の一次生産力とアユの生息密度に依存している。

２．川の一次生産力は，流速や水深などの物理環境が変わるため，場所によって大きく異なる。一方，物理環境の変

化が，餌の量の変化を通し，アユの生息密度に及ぼす影響については未だ明らかにされていない。

３．流速や水深の変化が，一次生産力への影響を通して，アユの生息場所の利用の仕方に及ぼす影響を把握する。

１．群れアユは，水深が同じ場合，水流のある一次生産力の高い場所に多く集まったが，水深が異なる場合には，一

次生産力が低いにも拘らず，水流のない深い場所に多く集まった ( 図１)。

２．なわばりは，常に一次生産力の高い場所に多く作られた ( 図 2)。

３．なわばりアユの生息密度は餌の量に依存する一方，群れアユの生息密度は，餌の量に比べ，水深の影響を強く受

けることが分かった。

１．川の一次生産力からアユの生産力を高い精度で予測することに役立つ。

２．アユが多く集まり，なわばりが形成されやすい良好な河川漁場を整える基盤となる情報を提供する。

図 1　水流のある場所（水流 +）とない場所（水流 -）の群
れアユの生息密度．水深が同じ場合（a）と異なる場合（b）
の結果を示す．一次生産力は水流のある場所で高い．

図 2　水流のある場所（水流 +）とない場所（水流 -）
のなわばりアユの生息密度．水深が同じ場合（a）と
異なる場合（b）の結果を示す．一次生産力は水流の
ある場所で高い．
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１．中山間地域において，アユは，漁業，遊漁，および「食」を通して地

域経済や文化に深く関与しているほか，川底のアカグサレ（図 1）の

原因となる藻類（水アカ）を摂餌することにより，良好な河川景観を

維持することにも貢献している。

２．アユのもたらす様々な恩恵の社会的価値を経済評価すると共に，それ

らの恩恵が最大となる条件を把握する。

１．多くの人が，アユに対し，きれいな川に生息しているイメージを持っており，身近な川にアユが生息している生

活環境に対する年間の評価額は一人当たり平均約 6万円と試算された ( 表 1)。

２．摂餌によりアカグサレを防ぎ，川底をきれいに保つ効果は，アユの生息密度が4尾/m2程度でほぼ最大に達した(図

2)。 

１．住民の期待する良好な川の景観を維持するために，どの程度のアユが生息していれば良いのか予測することに役

立つ。

２．総合的な経済評価を行うことにより，アユの生息する日本本来の河川生態系を維持することに対する客観的な判

断基準が提示される。

図 1　アカグサレした河床．

表 1　身近な川にアユが生息している生活環境に
対する評価額。北海道および沖縄を除く 1000 名
を対象に，家賃の差が月額いくらまでなら家賃が
高くともアユが生息している川の近くに住宅を選
ぶかアンケート調査した結果を示す。

図 2　アユの生息密度と藻類量の関係。人工河川
にアユを放流してから 2週間目の藻類量を示す。
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　中山間各地の貧栄養湖においてヒメマスは内水面漁業や遊漁など地場産の重要な資源として利用されており，その

増殖のため稚魚放流が行われています。過剰な稚魚放流は，漁協経営を圧迫するだけでなく，餌生物を激減させるこ

とによってヒメマス資源に悪影響を及ぼします。そこで私たちは，ヒメマス資源の安定生産につながる適正な放流尾

数を求める基礎として，中禅寺湖のヒメマスを対象にその餌生物を明らかにし，餌生物の生産量を推定しました。

1. 胃内容物分析の結果，動物プランクトンのハリナガミジンコ類がヒメマスにとって重要な餌生物となっていまし

た（図１）。季節的には，夏にオオメミジンコ，春にはヤマヒゲナガケンミジンコや底生生物のユスリカ蛹が重要

な餌生物となっていました（図１）。

2. 動物プランクトンのうち，ハリナガミジンコ類が湖水中に多く存在しました。その生産量は湖全体で 4月から 10

月の間に 500 トンあると推定されました（表１）。一方，ユスリカ幼虫は沿岸帯で 40トンが生産されていました

（表１）。

3. この生産量を他の湖沼と比べてみると，中禅寺湖の餌生物生産量は貧栄養湖の中でも高いことが明らかとなりま

した。現在，中禅寺湖のヒメマス資源は，餌生物生産量が多いにもかかわらず，やや低迷しています。このこと

はこの低迷が他の要因（捕食魚など）によっている可能性を示唆しています。

餌生産量を推定したことにより，他魚種も考慮に入れた資源管理方策が提言可能となる。

図 1. 2007 年 4 月から 12 月までのヒメマスの胃内容物組成。
占める割合が多いほど，ヒメマスにとって重要な餌生物となる。

表 1. ハリナガミジンコ類とユスリカ科幼虫の月別生産量。なお，
それぞれ沿岸帯と沖帯の面積に応じて推定した。沿岸帯の方が生
産量は少なくなっているが，面積を考慮するとその生産力は高い。
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１．下痢性貝毒ペクテノトキシン６（PTX６）は，わが国のホタテガイ（Patinopecten yessoensis）の主要毒であり，

有毒プランクトンが生産するペクテノトキシン２（PTX2）のホタテガイ代謝物です（図１）。これらの毒は，下

痢性貝毒公定法（マウス腹腔内投与試験）による致死毒性により発見され，現在は下痢性貝毒として規制の対象

となっています。

２．近年， PTX2 の毒性評価が各国で行われており，経口投与では PTX2 には下痢原性がないことが明らかになり，

下痢性貝毒の規制対象から除外する方向で国際的な議論が進んでいます。

３．PTX6 の経口毒性については明らかにされていないため，本研究では PTX6 をホタテガイから大量に精製し，マ

ウスやラットを用いた病理学的毒性試験や吸収試験により，その経口毒性を評価しました。

１．PTX6 を 6.1mg 精製し，H-NMRやMSスペクトルの解析により，毒性評価試験に利用できる高純度であること

を確認しました。

２．海洋生物毒としては極端な高濃度といえる 2-7mg/kg b.w. の PTX6 をマウス及びラットに経口投与して毒性の有

無を調べましたが，病理学的な観察では顕著な毒性は確認されず，経口毒性のリスクは極めて低いことがわかり

ました。

３．PTX6 は経口投与では下痢原性を示さないことが明らかになりました（図２）。

４．マウスに PTX6 と下痢性貝毒オカダ酸を同時投与して，下痢原性の発現における PTX6 の相乗作用を調べました。

その結果，PTX6 の相乗作用は確認されませんでした。

　PTX6 は経口毒性のリスクが極めて低く，また，下痢原性がないことが明らかになり，国際的な動向に対応し，

PTX6 を下痢性貝毒の規制対象外とするための科学的データを得たことにより，将来の規制改正に向けて基盤を整え

ることができました。

図１　ペクテノトキシン６
図２　ペクテノトキシン６を経口投与したマウス
腸管の重量％（マウス体重比）。下痢原性が見られ
る場合は，顕著な腸管重量の増加が見られる。
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　カタクチイワシの資源は安定しているが，その利用技術が伴わないために魚価は低迷し，漁獲量も伸び悩んでいる。

この影響で，魚価の高い他の浮魚類が多く漁獲され，マサバ等の資源回復にも悪影響を及ぼしている。このため，魚

種の交代に対応できる魚の新しい加工技術が望まれている。

　カタクチイワシが利用されにくい理由の一つは，魚体が小さいため，頭や内臓を除去する一次処理に多大な労力が

費やされることにある。そこで，頭や内臓を除去することなく，魚体を丸ごと原料として利用する技術の開発をめざ

す。

　カタクチイワシの内臓等の苦味や生臭みを効率よく取り除く技術を開発した。その結果，カタクチイワシを丸ごと

原料としても，異味異臭の極めて少ないすり身（ラウンドすり身）を製造することができた。

　この製造技術を確立し，カタクチイワシ冷凍原料を丸ごと用いたすり身を作ったところ，破断強度 300 ｇ以上と

いう実用的な弾力を得た。

　カタクチイワシのラウンドすり身を用いて「黒はんぺん」を試作した結果，好評価を得た。

　このすり身製造技術はカタクチイワシ以外の魚にも応用可能であり，サバ，シマガツオでも良好なすり身が得られ

たことから，今まで利用されなかった多くの魚を有効利用できると考えられる。

　現在，世界的にすり身の価格が高騰し，国内の水産ねり製品業を守るためにも低価格の国産すり身が求められてお

り，コスト的に見合えば貢献できると考えられる。

魚体を丸ごと利用するので，頭や内臓などの廃棄物を出さない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現在，特許出願中）

黒はんぺん
左）　市販品　：原料はサバ肉　および　スケトウダラすり身
右）　試作品　： 原料はサバ肉 50%　および　製造したカタク

チイワシのラウンドすり身 50%
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　食の安全・安心への志向の高まり，嗜好の多様化，加工残滓の有効利用等により，魚介類を原料とした天然発酵調

味料の製造量が急増している。しかし，発酵調味料の製造過程で，アレルギー様食中毒の原因となるヒスタミン (Hm)

の蓄積や，異常発酵や腐敗が起こることが知られている。この研究では，高品質で安全な発酵調味料を造るために，

Hm蓄積機構を解明するとともにHm蓄積が起こらないようにする水産発酵食品用のスターターの開発を目的として

いる。

　水産発酵食品から分離したHm生成菌の種類およびHm生成に関する遺伝子を解析した結果，Hm生成菌は好塩性

の乳酸菌 (Tetragenococcus halophilus ) であり，Hm生成遺伝子は別種の乳酸菌のものと同じで転移性の遺伝子（プ

ラスミド）にコードされていた。この結果から，好塩性乳酸菌のHm生成遺伝子は細菌の種を飛び越えて移動でき

ると考えられた。つまり，Hm生成遺伝子は特定の株に留まっているのではなく，移動しながらHm生成菌を増やし

ていくことが示唆された。

１．各種発酵用スターター株菌を収集・保存することで，様々な水産発酵食品に対応したスターターを供給できる。

２．発酵スターターを使用することで発酵が安定し，Hm蓄積や腐敗による廃棄処分量の低減化や安全性確保への効

果が期待される。

３．Hmの蓄積を抑えることでHmの安全基準が厳しい欧米への輸出促進が期待される。

図１．Hm生成遺伝子の群分け。細菌の種類が
異なるのに遺伝子は同じ（種を飛び越えて伝播）。
赤：好塩性乳酸菌　緑：乳酸菌

図２．Hm生成遺伝子がコードされているプラス
ミドの解析結果　青：Hm生成遺伝子　赤：遺伝
子の移動に関係すると考えられる遺伝子。
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１．健康志向の高まりにより世界的にマグロ類の需要が増加し，各海域で資源量の減少が指摘されている。そのため

マグロ類の養殖に注目が集まっている。

２．マグロ養殖においては種苗の疾病や衝突死などが問題となっている。これらの問題を解決するため，遺伝子情報

を活用した新しい育種技術の開発が望まれている。

３．これまでマグロ類の遺伝子情報は世界的にもほとんど調べられていない。そこで，マグロの遺伝子情報を得るた

めの材料となる遺伝子ライブラリーの作製を目的とした。

１．クロマグロから DNAを取り出す方法について検討し，遺伝子ライブラリーの作製に適した高分子量 DNAを血

液サンプルから取り出すことができた ( 図 1)。

２．この DNAを材料とし，クロマグロ DNA断片を約 158,000 本（１本あたり平均約 37,000 塩基対の長さ）含ん

でいる遺伝子ライブラリ－を作製した（図２）。

３．このライブラリーが含む DNA量は，クロマグロが持つ全遺伝子情報の約 7.4 倍に相当することが計算により推

定された。

１．今回作製した遺伝子ライブラリーは，クロマグロの遺伝子情報を調べるための重要な研究材料として活用できる。

２．育種に有用な遺伝子を取り出して調べることが可能となり，遺伝子情報を活用したマグロ育種技術の開発を進め

ることができる。

３．開発された研究材料や技術を活用することにより，従来に比べて効率的な育種が可能となり，将来的に高品質な

養殖マグロの生産に貢献できる。

図１．クロマグロ血液から得たDNA
（M，DNAサイズマーカー）

図２．遺伝子ライブラリーの挿入DNA断片例
（M，DNAサイズマーカー）
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１．太平洋クロマグロで見られる大きな漁獲量の変動の要因を解明できれば，資源解析は大きく前進する。

２．クロマグロの漁獲統計は 1951 年以降整備され，その後 60年にわたる漁獲量はわかっている。

３．しかし，少なくとも江戸時代以降クロマグロが日本沿岸の定置網等で漁獲されたことは 1700 年代以降の古文書

記録にあるが，漁獲量の変動等は把握されていない。断片的なそれらの記録をつなぎあわせて分析することによ

り，漁獲量の変動の様子を推定できないだろうか？

４．この考えのもと，クロマグロの長期資源変動機構解明に向けた研究：平成 19~21 年度がスタート。そのなかの

中課題：「太平洋クロマグロの過去の漁獲規模の解明」に参加。

１．全国規模の漁獲量の集計が始まった1894年から1950年までは，クロマグロの漁獲はマグロ類というカテゴリー

の中で他のマグロ類の漁獲と合わせて集計されている。そのなかにクロマグロの漁獲量がどれくらいを占めてい

るかを推定した。

２．当センターが所蔵する古文書等の解析のため，電子情報に変換し整理する作業が開始された。年代範囲は 1710

年から。

１．日本人のクロマグロの食べ方（江戸時代は塩蔵：シオマグロが流通）があきらかに。

２．太平洋クロマグロの資源解析に役立てられる。

３．電子情報化および公開化により古文書資料の学問的利用が進展

研究のうごき，　6-23



運営交付金によるもの   

 一般研究  

 　　水産食品素材および成分の機能性の評価と応用技術の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　凍結・解凍過程の解明による魚肉品質制御技術の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　養殖魚の新しい肉質評価技術の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　低・未利用海洋資源及び漁業阻害生物からの有用機能成分の探索と評価（利用加工部，18～ 22）

 　　水産発酵食品製造用乳酸菌発酵スターターの開発（利用加工部，18～ 22）

 　　麻痺性貝毒リスク低減化に有効な微生物の探索（利用加工部，18～ 22）

 　　海藻バイオマスの分解による素材化技術の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　サケ科魚類の生理特性を活用した養殖技術の開発（内水面研究部，18～ 22）

        河川横断工作物の建設に伴う人為的インパクトが河川魚類生息環境に及ぼす影響の把握とその軽減手法の開発（内水面研究部，18～ 22）

 　　陸封性サケ科魚類の資源動態の解析と放流魚と天然魚の包括的資源管理・増殖手法の開発（内水面研究部，18～ 22）

 　　水田等の二次的自然水域において魚類等の果たす生物多様性維持機能の解明（内水面研究部，18～ 22）

 　　中山間アユ漁場の地域貢献機能に関する評価技術の開発（内水面研究部，19～ 22）

 　　黒潮沿岸域魚類の資源変動と初期減耗に影響する餌料環境と捕食生物の解明（浅海増殖部，18～ 22）

 　　黒潮沿岸の岩礁域におけるアワビ類の初期減耗要因の把握（浅海増殖部，18～ 22）

 　　資源変動下での漁業管理方策に関する経済的検討（水産経済部，18～ 22）

 　　水産加工業の育成施策強化に向けた産業構造分析（水産経済部，18～ 22）

 　　漁業生産の持続的発展に必要な担い手の確保育成支援システムの構築（水産経済部，18～ 22）

 　　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（水産遺伝子解析センター，18～ 22）

 　　水生生物のゲノムの構造及び機能に関する基礎研究（水産遺伝子解析センター，18～ 22）

 　　イワシ・ブリ等水産生物の再生産過程の把握と環境応答性の解明（資源評価部，18～ 22）

 　　生化学的指標を用いたイワシ・サバ類等水産資源生物の生理活性評価手法の開発（資源評価部，18～ 22）

 　　ベイズ統計学的手法等を用いた水産資源解析における精度の向上とリスク評価（資源評価部，18～ 22）

 　　我が国太平洋沖合のイワシ・サバ類等浮魚資源のロバストな管理方策の開発（資源評価部，18～ 22）

 　　富栄養化した沿岸干潟・浅海域における有用資源の生息環境と主要餌料生物変動機構の解明（海洋生産部，18～ 22）

 　　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（海洋生産部，18～ 22）

 　　人工放射性核種の頭足類における蓄積機構と藻類における吸着機構の解明（海洋生産部，18～ 22）

 　　黒潮およびその周辺海域における動植物プランクトンと懸濁粒子の季節・経年変動の把握（海洋生産部，18～ 22）

 　　日本周辺海域における高精度物理モデルによるデータ同化手法の高度化（海洋データ解析センター，18～ 22）

        水産海洋データベースの構築による２０世紀の日本周辺海域の海洋環境と水産資源の変動の把握（海洋データ解析センター，18～ 22）

 シーズ研究・所内プロジェクト研究等  

 　* 効率的放流種苗育成基盤技術の構築 ― ヒメマス放流種苗の体力増強は可能か ―（内水面研究部，20～ 20）

 　* ウナギの溯河回遊行動を支配する内分泌学的メカニズムに関する基礎研究（内水面研究部，20～ 20）

 　* 尾虫類の培養技術の確立による海産魚類の種苗生産および初期生態研究への新たな展開（浅海増殖部，20～ 20）

 　* 相模湾浅海岩礁域の新規造成漁場におけるギャップダイナミクスの研究（浅海増殖部，20～ 21）

 　* 東アジアにおける刺し身マグロの需要動向に関する研究（水産経済部，20～ 21）

 　* 未承認 LMO識別のための組換え遺伝子検知法の開発（水産遺伝子解析センター，20～ 21）

 国際共同研究  

 　　輸入食品の品質表示の検証に関する技術開発（利用加工部，18～ 20）

 　　魚類耳石を用いた水温推定法に関するパイロット研究（浅海増殖部，19～ 20）

   

 交付金プロジェクト研究  

 　　個体群動態モデルによるアワビ資源回復技術の開発（浅海増殖部，19～ 21）

 　　漁村における包括的アワビ資源管理方策へのアプローチ（水産経済部，19～ 21）

 　　カタクチイワシ資源の高度利用による地域活性化計画（利用加工部，18～ 22）

 　　少量多品種型の新しい中間素材の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　新しい採肉技術の開発（利用加工部，18～ 22）

【参考資料】中央水産研究所で行われている研究課題　（平成 20年度，＊印は今年度からの新規課題）



農林水産技術会議によるプロジェクト研究等   

 　　成長履歴解析および安定同位体比を用いたアサリの好適餌料環境の解明（浅海増殖部，18～ 20）

 　　好適な餌料環境を確保するための要因の解明（海洋生産部，18～ 20）

 　　天然レプトケファルス幼生の生理生態の解明による生残率の向上（浅海増殖部，17～ 20）

 　　天然ウナギ仔魚の生息環境と餌料の解明（浅海増殖部，17～ 20）

 　　フィロソーマ飼育における衛生管理手法の開発（浅海増殖部，17～ 20）

 　　河川におけるカワウの採食場所特性の解明（内水面研究部，19～ 21）

 　　カワウ個体数の持続性と食害軽減を考慮した管理モデルの開発（内水面研究部，19～ 21）

 　* アユ冷水病耐性形質のマーカー選抜育種技術の開発（内水面研究部，17～ 21）

 　　安全で信頼性，機能性が高い食品・農産物提供のための評価・管理技術の開発 (2)（利用加工部，18～ 22）

 　　ノリに含まれるビフィズス菌増殖促進因子グリセロールガラクトシック機能性のヒト試験等による評価（利用加工部，18～ 22）

 　　安全で信頼性，機能性が高い食品・農産物提供のための評価・管理技術の開発 (1)（利用加工部，18～ 22）

 　* コイの生物学的特性評価に基づく環境評価手法の探索（水産遺伝子解析センター，20～ 22）

 　　伊勢・三河湾のミズクラゲ発生機構の解明（海洋生産部，19～ 23）

 　　環境要因をベースにしたモデリングに基づくミズクラゲ発生予測（海洋データ解析センター，19～ 23）

 　　調味料抽出残渣の有効利用（利用加工部，19～ 21）

 　　脂質等の生体成分分析による養殖魚や水産加工品の判別技術の開発（利用加工部，18～ 20）

 　　非破壊分析による生食用魚肉鮮度および凍結履歴等の推定法の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　多元素分析による魚介類の原産地判別法の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　近縁魚介類判別のためのDNAアレイ技術の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　ニーズと採算性の把握（水産経済部，18～ 22）

 　　利用特性を考慮した資源状態の把握（資源評価部，18～ 22）

 　* クラゲを餌とした魚類の摂餌実験（海洋生産部，20～ 20）

 　* わが国沿岸周辺域の高解像度生態系予測システムの開発（海洋データ解析センター，20～ 22）

 　* 日本周辺海域モデルの開発（海洋データ解析センター，20～ 22）

 　* 沿岸領域モデルへの接続（海洋データ解析センター，20～ 22）

 　* データ同化手法の高度化（海洋データ解析センター，20～ 22）

 　* 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関する意識調査（水産経済部，20～ 20）

 　　マグロゲノムリソースおよび有用遺伝子単離技術の開発（水産遺伝子解析センター，19～ 20）

 　* 国産サケ・マグロを対象としたマーケティング戦略の解明（水産経済部，20～ 22）

 　* 水産物マーケティング戦略の構築手順の解明（水産経済部，20～ 22）

 　* 産地活性化のための水産物マーケティング戦略構築手順の解明（水産経済部，20～ 22）

 　　小型浮魚類産卵生態に関する解析とプロセスモデル作成（資源評価部，18～ 22）

 　　小型浮魚類遊泳行動に関する解析とプロセスモデル作成（資源評価部，18～ 22）

 　　加入量予測モデルの高精度化と複数魚種への拡張（資源評価部，18～ 22）

 　　高精度加入量予測モデルと高精度海洋環境予測モデルの統合（海洋データ解析センター，18～ 22）

 　　水産重要魚種における飼育実験系の確立と環境影響メカニズムの解析（資源評価部，18～ 22）

 　* ヒラメの性分化における環境ストレスの影響解明（利用加工部，20～ 22）

 　* 生態系に基づく漁業管理の枠組み構築（水産経済部，20～ 22）

 　* 生態系に基づく漁業管理の実証分析（水産経済部，20～ 22）

 　　浅場造成等による浅海生物資源の回復効果の解明（浅海増殖部，19～ 21）

 　　浅海生物資源回復後の多面的な機能の解明と経済的評価（水産経済部，19～ 21）

 　　多面的な機能の活用に基づく内湾漁業及び漁村の活性化方策提示（水産経済部，19～ 21）

 　　海況予測モデルと先導的モニタリング技術を用いた太平洋クロマグロの分布回遊状況把握実験（海洋生産部，19～ 21）

 　* 産卵海域における親ウナギの捕獲（浅海増殖部，20～ 20）

 　* ウナギ卵仔魚及び各種プランクトンの採集（浅海増殖部，20～ 20）

 　　日本型水産業に対応したトレーサビリティシステムの研究開発（利用加工部，19～ 21）

 　　年齢別の分布・回遊様式の把握（太平洋）（資源評価部，18～ 20）

 　* 遺伝的環境ストレス指標による地域資源の健康度診断法の開発（内水面研究部，20～ 22）

 　　漁業・遊漁管理，河川管理の改善による個体群の適正利用技術の開発（内水面研究部，19～ 21）



他省庁等のプロジェクト研究等   

 文部科学省関係  

 　* 河川の群集における栄養カスケードを強化する要因の解析（内水面研究部，20～ 22）

 　* フナ類の有性・無性型の共存機構の解明（内水面研究部，20～ 22）

 　　魚類の外傷治癒過程における免疫－内分泌相互作用に関する研究（内水面研究部，19～ 21）

 　* マンガン酸化菌のマンガン酸化機構の解明（海洋生産部，20～ 23）

 　　好気的条件下における好塩細菌のテクネチウム蓄積機構（海洋生産部，19～ 20）

 　　戦後の漁法と漁業経営に関する調査・研究（水産経済部，18～ 21）

 環境省関係  

 　* 海水中 CO2増加が水産重要生物の幼生に及ぼす影響に関する研究（浅海増殖部，20～ 22）

 　* 水温レジームの変化が湖沼の水産生物におよぼす影響の解明（内水面研究部，20～ 22）

 　　在来淡水魚保全の為の生息地ネットワーク形成技術に関する研究（内水面研究部，18～ 20）

 　　高度な加工品の原料原産地推定法の開発（利用加工部，18～ 22）

 　　ナノスケール加工による水産物の品質保持・加工特性改善技術の開発（利用加工部，19～ 23）

 　* 水産物の水溶性及び脂溶性ヒ素の毒性解明とリスク低減技術の開発（利用加工部，20～ 22）

 　* 魚食によるメチル水銀のリスクと交絡因子の解析（利用加工部，20～ 23）

 　* 発酵・塩蔵水産食品製造におけるヒスタミン（Hm）生成菌の分布および生成因子の解明（利用加工部，20～ 22）

 　* 生息環境制御によるウニ類の成熟メカニズムの解明（利用加工部，20～ 22）

 　* 温度馴化に伴う遺伝子発現の変化と生体制御（利用加工部，20～ 22）

 　* エノキタケ新抗酸化成分の抗酸化活性機能発現メカニズムの解明（利用加工部，20～ 22）

 　* 水産物における病原微生物のリスク低減技術の開発（利用加工部，20～ 24）

 　* 沿岸海域および水揚げ場におけるバルニフィカス菌の動態解明（利用加工部，20～ 24）

 　　資源の大規模変動に適合した漁業管理制度の検討（水産経済部，19～ 23）

 　　成熟産卵特性の違いが魚種交代機構に及ぼす影響（資源評価部，19～ 23）

 　　高次捕食者の補食が仔稚魚期の減耗過程に与える影響の把握（資源評価部，19～ 23）

 　　幼魚未成魚採集結果に基づく魚種交替過程の検証（資源評価部，19～ 23）

 　　微小動物プランクトン・ゼラチナスプランクトン類を中心とした食物網の構造と動態の把握（海洋生産部，19～ 23）

 　　VPR による黒潮・黒潮続流域の動物プランクトン群集構造の長期変動解（海洋生産部，19～ 23）

 　　初期生活史における生物特性の複数魚種間比較（海洋生産部，19～ 23）

 　　３次元生態系モデルによる物理環境変動が生態系変動に及ぼす影響把握（海洋データ解析センター，19～ 23）

 　　バイオマス・マテリアル製造技術の開発（水産加工残渣からのセラミド・コラーゲン等の高付加価値素材の効率的抽出技術）

　　　　　　　（利用加工部，19～ 23）

 　　セラミド化合物の高純度精製法の開発及び残さからのプロバイオテック乳酸菌・生理活性化合物の生産（利用加工部，19～ 23）

 　　水産加工残渣からのコラーゲンの高効率回収と高度利用技術の開発（利用加工部，19～ 23）

 　　魚介類加工残渣を原料とする機能性ペプチドの利用開発（利用加工部，19～ 23）

 　　黒潮域・黒潮続流域における海洋環境と低次生態系のモニタリングと影響評価（海洋生産部，18～ 22）

 　　大型魚の漁獲ストレス緩和技術導入による高鮮度維持システム開発（利用加工部，19～ 21）

 　　サンマのグローバル商品化のための高鮮度・高効率加工技術の開発（利用加工部，19～ 21）

125 課題

（内，新規は 37課題）
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