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海からの恵み、魚・貝・藻
　明日に伝えるための知恵が、ここにある。



                        平成１6年度研究成果発表会
　　　　

　　　　             日時：平成１6年１1月 1日（月）
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                            場所： メルパルク広島                                                
　　　　　                     広島市中区基町 6-36

　　　　　　　　　　　　　　                          プログラム

13:30-　　　             開会挨拶（瀬戸内海区水産研究所長　山田　久）

13:40-14:10　 瀬戸内海のアサリ資源の復活に向けて   

                                                                                                     生産環境部　浜口　昌巳

14:10-14:40　 瀬戸内海のカタクチイワシ資源の変動要因を探る 

                                                                                                     生産環境部　河野　悌昌

14:40-15:10　 有明海におけるノリ色落ちの原因となる珪藻赤潮について    

                                                                                                      赤潮環境部　板倉　茂

15:10-15:25　         （休憩）

15:25-15:55　 続・環境ホルモンと魚の卵  　

                                                                                                      化学環境部　藤井　一則

16:00-16:25　 総合討論（座長　關　哲夫）

16:25-　　　   閉会挨拶
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瀬戸内海のアサリ資源の復活に向けて

生産環境部 浜口昌巳・手塚尚明

［背景］

潮干狩り等を通じて我々日本人になじみの深いアサリですが、近年、国内の生産量は減少しており問題と

なっています。瀬戸内海沿岸でも平成になるころからアサリの生産量は減少しており、平成 14年度の生産量

は最盛期の 1/20にまで減少しています（図１）。それに伴って、潮干狩りが出来る場所もずいぶん減りました。

｢ では、一体なぜ採れなくなったのか？ ｣ について水産庁ではアサリ資源全国協議会を設置し、独立行政

法人水産総合研究センタ－と道府県の水産試験場等が一体となり、その原因の究明にあたっています。瀬戸

内海区水産研究所もこの協議会に参加する一方で、瀬戸内海のアサリを復活させるための様々な研究を行っ

ています。

ここでは、そのような研究によって得られた成果を報告します。

［研究成果の内容］

　アサリは図 2 に示すように、受精後、約３週間プランクトンとして海水中を泳ぎ回って生活し、やがて

干潟に着き、ベントスとして砂や泥に潜って生活するようになります。このプランクトンの時期のアサリは

1mm の 1/10 ～ 1/5 程度の大きさであり、顕微鏡で観察しなければ見えません。また、マガキのような他の二

枚貝も同じように受精後プランクトンとして海水中を漂っており、どれがアサリか識別するのが困難でした。

そのため、これまでにアサリに関する研究は沢山行われてきたにも関わらず、このプランクトンの時期のア

サリがどのように生活しているかはよく判っていませんでした。

そこで、瀬戸内海区水産研究所は、この目に見えない時期のアサリの生活に焦点をあて、まず、プランク

トン時期のアサリを他の貝と識別する技術を開発しました。この技術は平成 10 年度に特許を取得し（特許第

2913026 号）、以後、様々な場所での調査に活用してきた結果、謎の多かったプランクトン時期のアサリの生

活や動きが判ってきました。

図 1.　全国と瀬戸内海のアサリ生産量の変化
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まず、アサリはプランクトン時期に海の流れによって移動や分散をするので、潮干狩りで掘ったアサリは、

必ずしもその場所で生まれたものではなく、場合によっては相当遠くで生まれたものであることが判りまし

た。このことは、広島湾のどこかの干潟のアサリを増やそうとする場合には、その干潟のアサリだけを保護

すればよいというわけでないことを意味しています。つまり、広島湾のアサリ全体にとって、どこが重要な

場所かを調べた上で、保護対策を講じなければならないことが判りました。

　次に、広島湾でプランクトン時期のアサリの分布と、その餌となるナノプランクトンの分布や環境面から

詳細に調査を行ないました。その結果は、本年 9 月末に松山で開催されたプランクトン・ベントス合同学会

で報告しました。この研究によると、広島湾では、近年の海面や塩分の上昇がアサリの生息にマイナスの影

響を与えているのではないか、という結果が得られました。これにより、近年の海洋環境の変動もアサリの

生息に影響を及ぼしている可能性がでてきましたので、現在、さらに調査を進めています。

　これ以外にも瀬戸内海区水産研究所では瀬戸内海沿岸各県と共同でアサリの生息環境調査を実施しており

（図 3）、その結果を基にアサリを復活させるための様々な方策を提言しています。

［今後の課題・展望］

　今後は、プランクトン時期のアサリの移動や分散範囲に考慮して、広島湾や周防灘など比較的広い範囲で

アサリの保護策を講じる必要性があります。また、近年の海洋環境の変化の影響は瀬戸内海にも及んでおり、

アサリを育む環境自体も再評価しなければならないと思われます。

いずれにしましても、私達はアサリがたくさん湧き、子供達が潮干狩りを楽しめるような瀬戸内海を復活

させたいと切に願って調査や研究を実施してゆきたいと思っています。

［備考］

（専門用語の解説など）

プランクトン：水中に浮遊している微細な生物をさす総称

ベントス：海の底にすむ生き物のうちゴカイ、ナマコ、貝類等のように比較的移動能力の低い生物の総称

ナノプランクトン：非常に小さなプランクトン

図 2. アサリの発育段階 図 3. 瀬戸内水研と大分県の共同調査
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[ 背景 ]

　カタクチイワシは瀬戸内海で重要な漁獲対象資源であり、チリメンやイリコの原料として利用されている。

瀬戸内海でのカタクチイワシ漁業の特徴は、シラスの漁獲量が多いことである。このカタクチイワシ資源を

持続的に利用したり、その量が変動する仕組みを明らかにしたりするためには、海にどのくらいのカタクチ

イワシがいるのかということを明らかにする必要がある。そこで私たちは、瀬戸内海に面する各府県の水産

試験研究機関によって行われているカタクチイワシ卵のプランクトンネット採集結果から、過去約 20 年間に

わたる瀬戸内海での各月のカタクチイワシの産卵量を明らかにした。また漁獲量やカタクチイワシの生物情

報から、瀬戸内海での各月の資源尾数を月齢別に求めた。これらの結果をもとに、生まれてから半月後のシ

ラスの資源尾数（＝ 0 月齢魚の資源尾数、加入量）と生物環境、海洋環境や気象条件との関係を調べた。

[ 研究成果の内容 ]

過去 20 年間にわたる瀬戸内海での月ごとの産卵量が明らかとなった。瀬戸内海ではカタクチイワシはほ

ぼ一年中産卵するが、活発に産卵するのは毎年 5 ～ 9 月であった。産卵量は年によって 200 ～ 1,200 兆粒の

間で変動し、多い年は少ない年の約 6 倍であった。また月齢別に月ごとの資源尾数が明らかとなった。瀬戸

内海でカタクチイワシの資源尾数が多いのは毎年 5 ～ 8 月であった。資源尾数は年によって 3,500 億～ 1 兆

1,900 億尾の間で変動し、多い年は少ない年の約 3 倍であった。

7 ～ 9 月の 0 月齢魚の資源尾数と生物環境、海洋環境や気象条件との関係を調べたところ、0 月齢魚の資

源尾数は表層水温や翌年のサワラの漁獲量と関係が深かった。表層水温が低く、翌年のサワラの漁獲量が多

い場合に 0 月齢魚の資源尾数が多くなる傾向があった。

[ 今後の課題・展望 ]

・ これまで行われてきたプランクトンネット調査、漁獲量データ収集調査、生物情報調査によって得られ

たデータは大変貴重なものである。これらのデータを使い、過去約 20 年間の産卵量、資源尾数の変動を

明らかにすることができた。しかしながら、さらに長期的な資源変動も予測されるため、またデータの

厚みを持たせるためにも、今後も継続的に調査を行い、データを蓄積していくことが重要である。

・ より正確に資源尾数を求めるため、成長の季節変化などカタクチイワシの生物情報について調べる必要

がある。

・ 今回使用した以外の生物環境、海洋環境や気象条件（例えば、表層水温ではなく 10 m 水深の水温、サワ

ラの資源尾数など）を使えば、0 月齢魚の資源尾数と環境との関係がさらに正確にわかるかも知れない。

・　今回調べた範囲では水温が低いほど 0 月齢魚の資源尾数多くなることがわかったが、そのメカニズムは

不明であり、今後、明らかにする必要がある。

・ 瀬戸内海には春季に太平洋からシラスが流入してくることが知られているが、その量は明らかにされて

いない。瀬戸内海のカタクチイワシ資源を有効に利用するためには、太平洋からのシラスの流入量やそ

の変動の仕組みも明らかにしていく必要がある。

瀬戸内海のカタクチイワシ資源の変動要因を探る

生産環境部　河野悌昌
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［備考］

（専門用語の解説など）

シラス：イワシ類の子供のこと。全長 4cm くらいまでである。孵化後半月（全長約 15mm）から漁獲され始め、

漁獲統計では「しらす」と呼ばれる。「しらす」にはマイワシの子供やウルメイワシの子供も含まれるが、瀬

戸内海ではほとんどがカタクチイワシの子供である。漁獲統計で「かたくちいわし」と呼ばれるようになる

のは、「しらす」より大きくなってからである。イリコ製品では大きさによってさらに小羽、中羽、大羽など

とわけることがある。

資源尾数：対象とする魚の、海の中にいる数。

月齢：生まれてからの月数。

加入量：新たに漁獲の対象に加わった量。

生物環境：カタクチイワシの産卵量、補食者や競合者の量、餌の量などが考えられる。ここではカタクチイ

ワシの産卵量の他、補食者や競合者の指標として翌年や翌々年のマイワシ、マアジ、サバ類、ブリ類、タチウオ、

マダイ、サワラ、スズキ、イカナゴの各漁獲量を、餌の量の指標としてプランクトン沈澱量を使った。

海洋環境：水温、塩分、流れなどが考えられる。ここでは表層水温、表層塩分を使った。

気象条件：風速、降水量、日照量、河川流入量などが考えられる。ここでは風速、降水量、日照量を使った。
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［背景］

　2000 年 12 月に九州の有明海で発生した大規模な珪藻赤潮によって、海藻類や植物プランクトンの成長に

必要な栄養である、窒素やリンの濃度が短期間で低下しました。その結果、有明海の沿岸域で養殖されてい

たノリが色落ちする、という現象が起きてしまいました。色落ちしたノリは商品として出荷することが出来

ないため、この珪藻赤潮によって有明海のノリ養殖業は非常に大きな被害を受け、マスコミ等でも大きく取

り上げられて社会問題にもなりました。そこで我々は、珪藻赤潮の発生原因と環境との関係を明らかにする

ことを目的として、当研究所の調査船「しらふじ丸」で有明海調査を行いました。この発表では、これまで

の調査で得られた結果から、有明海で起こる珪藻赤潮の特徴について解説します。

図 1　有明海の海底泥に存在する珪藻類のタネ

（休眠期細胞）の分布密度

有明海におけるノリ色落ちの原因となる珪藻赤潮について

赤潮環境部　板倉　茂

［研究成果の内容］

　赤潮の原因となる植物プランクトンは、大きく分

けて二つのグループに分けることが出来ます。一つ

は鞭毛藻類と呼ばれるグループで、もう一つが珪藻

類です。これまでの赤潮発生件数の記録を調べると、

有明海では、瀬戸内海など他の海域に比べて珪藻類

による赤潮の発生割合が多いことがわかりました。

また、海底の泥の中には植物プランクトンのタネで

ある「休眠期細胞」が存在していますが、我々が有

明海で行った調査から、有明海の海底泥中には、他

の海域よりはるかに高い密度で珪藻類の休眠期細胞

が存在していることが明らかになりました（図 1）。

これらのことは、有明海が珪藻赤潮の起こりやすい

特徴を持っていることを示しています。有明海の特

徴としては、まず潮の干満差が大きいことが挙げら

れます。沿岸域で海水が大きく移動することによっ

て、海底に存在している休眠期細胞が巻き上げられ、

発芽して赤潮のきっかけになると考えられます。ま

た、有明海には筑後川など多くの河川が流れ込み、

珪藻類の栄養となる窒素やリン、ケイ素などが補

給されています。2000 年 12 月に起きた赤潮の直前

には、平年の値を大きく上回る大雨が記録され、大

量の河川水が有明海に流れ込んでいたと考えられま

す。有明海が持っているこれらのような環境の特徴

が珪藻類の増殖に大きな影響を及ぼしていると考え

られるのです。
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　珪藻類の休眠期細胞は環境の変化（特に海底から巻き上げられて光があたること）にすばやく反応し、発

芽して増殖を始めます。ちょうどその時に海水中に多くの栄養があれば、赤潮を起こして栄養の濃度を急激

に低下させてしまうと考えられます。有明海における 2000 年の珪藻赤潮はこのような条件が偶然重なったこ

とによってノリ養殖に大きな被害を与えたものと判断することが出来ます。

［今後の課題・展望］

　最近、有明海だけではなく、瀬戸内海など他の海域においてもノリの色落ちが大きな問題となっています。

その原因としては、以前と比べて海水中の栄養濃度が低下して来ていることなども考えられていますが、今

後は、珪藻赤潮の発生を予測する技術を開発すると同時に、ノリの養殖規模や養殖方法についての検討も行

っていく必要があると考えられます。

［備考］

（専門用語の解説）

赤潮：植物プランクトンなどが大量に発生することによって海水が変色することを指す。必ずしも赤い色で

はなく、褐色、緑色など、原因のプランクトンの種類によって様々である。

ノリの色落ち：主に海水中の窒素濃度が低下することによってノリの色が薄くなってしまう現象。色落ちし

たノリは商品価値が低くなり、大きな被害が発生する。

鞭毛藻類：「鞭毛」と呼ばれる遊泳器官を持ち、水中を移動することが出来る植物プランクトンの総称。夏季

に赤潮を起こす場合が多い。魚や貝を殺す原因となるものが多く、赤潮による被害のほとんどは、鞭毛藻類

によるものである。

珪藻類：珪酸質（ガラス）の殻を持つ植物プランクトンで、自分自身で泳ぐ能力はない。四季を通じて赤潮

を起こすが、魚や貝を殺すことは余り多くない。しかし、最近ノリの色落ちの原因として問題となることが

増えている。

休眠期細胞：植物プランクトンのタネ。耐久性を持ち、増殖に適さないような悪い環境でも生き残ることが

出来るため、新たな赤潮の発生原因になると考えられる（図 2）。多くの場合海底泥中に存在している。発芽

のきっかけとなる条件は植物プランクトンの種類によって異なる。

図 2　珪藻類の休眠期細胞
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［背景］

　世界三大珍味の一つであるキャビアをはじめ、イクラ、タラコ、カズノコなど、魚の卵は栄養価の高い食

べ物として珍重されています。魚の卵には、生まれた子供が自分で餌を取れるようになるまでに必要な栄養

分がたくさん詰まっており、お母さんが持たせてくれたお弁当の役目を果たしています。その主な栄養分の

一つとして、ニワトリでいうところの卵の黄身の主成分である卵黄タンパクが挙げられます。卵黄タンパクは、

ビテロジェニンと呼ばれるタンパク質が卵の中で分解されて出来たものです。ビテロジェニンは、女性ホル

モンの働きによって肝臓で作られ、血液の流れに乗って卵にたどり着き、卵に取り込まれた後に卵黄タンパ

クへと変身します（図１）。つまり、ビテロジェニンは魚の卵の材料であり、成熟を開始したメスだけが持っ

ているタンパク質であると考えられていました。ところが、ヨーロッパやアメリカの環境ホルモン騒動が日

本に上陸したころ、多摩川のコイや東京湾のマコガレイが調べられた結果、一部のオスの血液中に高い濃度

のビテロジェニンが見つかりました。その後の調査では、お腹の中に卵を持っているオスの魚も見つけられ

ましたが、当時原因はよく分かりませんでした。そこで私たちは、魚の卵の材料となるビテロジェニンやオ

スのお腹に卵が有るか無いかを目印にして、女性ホルモンと同じような働きをするような環境ホルモンの影

響を調べることにしました。

図１．魚の卵の発達過程

　１日の昼と夜の長さの変化や、水温の変化によって成熟の引き金が引かれた魚の脳からは、成

熟を促進するホルモン、生殖腺刺激ホルモン（GTH）が血液中に放出されます。血液の流れに乗っ

て卵巣に到達した生殖腺刺激ホルモンは、卵巣で女性ホルモン（E2）を作らせます。さらにその

女性ホルモンは、血液の流れに乗って肝臓に到達し、卵の材料になるビテロジェニン（Vg）を作

らせます。ところが、女性ホルモンと同じような働きをする環境ホルモンが体に入ると、卵巣を

持たないオスでも肝臓でビテロジェニンを作るようになります。

続・環境ホルモンと魚の卵

化学環境部　藤井一則
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［研究成果の内容］

・環境ホルモンによってオスがメスになる。

　環境ホルモンの一つであるオクチルフェノールという物質は、プラスチックの材料などに広く使われてお

り、日本では１年間に約１万トンが作られています。また、エチニルエストラジオールは、人間が作り出し

た合成ホルモンであり、経口避妊薬ピルの材料として使われています。これら天然の女性ホルモンと同じよ

うな働きをする化学物質をマミチョグという魚の水槽に入れ、卵から大人になるまで飼育したところ、どち

らの物質もたくさん入れた水槽ほどメスの割合が多くなりました。30ng/L（水 1 リットル当たり 1 億分の 3

グラム；東京ドーム 1 杯の水に大さじ 3 杯程度）のエチニルエストラジオールを入れた水槽では、数少ない

オスのほとんどがお腹の中に精子と卵の両方を持っていました。さらに、その約 3 倍のエチニルエストラジ

オールを入れた水槽では全ての魚がメスになりました。このように、環境ホルモンが一定の濃度を超えると、

オスがメスに変わってしまうことが分かりました。

・オスに卵の材料ビテロジェニンを作らせる。

　前のページに書いたように、卵の材料になるビテロジェニンは女性ホルモンの刺激によって作られます。

ビテロジェニンを目印にして環境ホルモンの影響を調べるためには、どれ位の女性ホルモンがあればどれ位

のビテロジェニンが作られるかを前もって知っておく必要があります。そこで、3種類の天然女性ホルモン（エ

ストロン、エストラジオール、エストリオール）または合成ホルモンのエチニルエストラジオールをマコガ

レイの水槽に入れて 2 週間飼育し、オスの血液中のビテロジェニン濃度の変化を調べました。その結果、天

然ホルモンの中ではエストラジオールの効果が最も強く、10ng/L（水 1 リットル当たり 1 億分の 1 グラム；

東京ドーム 1 杯の水に大さじ 1 杯程度）でビテロジェニンの濃度が高まることが分かりました。エストロン

の場合、30ng/L でビテロジェニンが増えましたが、エストリオールは 1,000ng/L でもビテロジェニンは増え

ませんでした。また、合成ホルモンのエチニルエストラジオールは天然ホルモンよりも効果が強く、0.3ng/L

でもビテロジェニンが増えることが分かりました。

図２．マミチョグのオス（上）とメス（下）

　マミチョグは、体の模様によって簡単にオスと

メスが見分けられること、飼育しやすいこと、１年

で大人になることなど、実験魚として優れた特性を

持っています。

図３．オスのマミチョグのお腹の中の卵

　30ng ／ L のエストラジオールが入った海水中で飼

育したマミチョグは、ほとんどがメスになり、数少

ないオスのほとんどがお腹の中に精子（黒い矢印）

と卵（赤い矢印）を持っていました。
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・広島の海、広島の魚は大丈夫か？

　広島湾における環境ホルモンの影響を明らかにするため、2000 年から 2001 年にかけて厳島周辺で漁獲さ

れたマコガレイを毎月 20 尾ずつ 1 年間にわたって調べました。その結果、メスのビテロジェニン濃度は 12

月がピークとなり平均で約 3mg/mL（血液 1mL 中に千分の 3g）に達しましたが、夏にはその千分の 1程度の低

い値となりました。またこの変化は、卵巣の成熟度の変化とぴったり一致しました。一方の雄の精巣も、メ

スと同じく 12 月に成熟のピークとなりましたが、オスのビテロジェニンは 10 月に最も高く約 0.6µg/mL（血

液 1mL 中に 1 千万分の 6g）でした。このオスのビテロジェニン濃度は、イギリスで異常が報告されたオスの

カレイ（最高約 60mg/mL）と比べて 10 万分の 1 程度の極めて低い値でした。また、オスの精巣やメスの卵巣

にも異常は認められませんでした。なお、マコガレイの漁場となっている厳島周辺の海水中には 0.3ng/L の

エストロンが検出されましたが、その他の女性ホルモンや環境ホルモンは検出されませんでした。このエス

トロンの濃度は、マコガレイにビテロジェニンを増産させる濃度の1/100でしかありません。以上の結果から、

今のところ広島のマコガレイは、天然の女性ホルモンや女性ホルモンと同じような働きをする環境ホルモン

の影響をほとんど受けていないと考えられました。

［今後の課題・展望］

　日本でも、一部の水域ではオスの魚で血中ビテロジェニンの異常に高い値が報告されています。これらは、

下水処理排水に由来する天然の女性ホルモン（エストロンやエストラジオール）の影響が大きいと考えられ

ています。広島湾で検出された女性ホルモンも下水処理排水が主な起源であると仮定すれば、大量の海水と

混じることによってマコガレイに異常を引き起こす濃度未満に薄められたと考えられます。しかし、今のと

ころ限られた水域の限られた生物しか調べられておらず、今後さらに多くの水域で様々な生物を調べる必要

があります。また、下水処理排水が海水中の女性ホルモンの主な供給源であるとしても、下水を処理するこ

とによって種々の有害物質が減少し、全体の女性ホルモン活性が低下することも確かです。今後、処理法の

工夫など、対費用効果を含めた幅広い観点から対策を講じる必要があるでしょう。

図４．マコガレイのオス（左）とメス（右）

　広島のマコガレイには、環境ホルモンの影響は見つかりませんでした。
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