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豊前海で採苗したマガキの成育特性及び、マイクロ

サテライト DNAマーカーを用いた系群解析

中川浩一 1 ・浜口 昌巳 2 ・佐々木美穂 2 ・俵積田 貴彦 1a・中村優太 1

( 1豊前海研究所・ 2瀬戸内海区水産研究所)

豊前海でのマガキ (α'assostreag牢'as) の養殖は，漁場環境が良好なために成長が早く 1年養殖が主体であ

るが，近年では身入りの遅れやへい死が度々発生している。その対応策として，従来から用いられてきた宮城県

産種苗に代わり，豊前海の海域特性に最も適応していると思われる豊前海産種首の新たな導入が考えられる。そ

こで本研究では豊前海産種首の実用性を検討するため，宮城県産種首や広島県産種百との成長比較試験や，マイ

クロサテライト DNAマーカーを用いた系群解析を実施した。その結果，各種苗はほぼ同様に成長し，宮城県産

種苗の殻高が若干大きく，軟体部重量が軽い (Fisherの最小有意差法 p<0.05) ほかは有意差は認められず3

12月にはすべての種百が出荷サイズに達した。また，へい死率は宮城県産種苗が他の 2種苗より高く，豊前海

産種苗と広島県産種苗はほぼ同じ値であった。これらの結果から，豊前海産種苗は広島県産種苗と類似した成育

特性を持っと考えられた。一方，マイクロサテライト DNAマーカーにより得られた結果は，アサイメントテス

トを行うことによって各々が独立した系群として認識され，種苗間での遺伝的距離に差はなかった。今回の結果

から，成育特性の面からも遺伝的多様性維持の観点からも豊前海産種首導入の優位性が示された。

キーワード:マガキ，採苗，マイクロサテライト DNA，系群解析，アサイメントテスト

福岡県豊前海区のかき養殖は， 1983年に恒見漁協(現

豊前海北部漁協恒見支所)で試験養殖が開始されて以来

急速に発展し，現在では「豊前海一粒かき」というブラ

ンド名で年間1，000トンを超える生産を揚げ，冬季の主

幹漁業に成長している。

当海区での養殖マガキの成育は，良好な漁場環境に支

えられて4月に垂下した種首は11月頃には出荷サイズに

まで成長する。1.2) そのため ほとんどのかき生産者は極

めて効率の良い 1年サイクルの養殖のみを実施してい

る。しかしながら，近年では秋季水温が高めに推移する

傾向があるため，カキの成育に影響が生じ始め，ここ10

年で約 1ヶ月も収穫開始時期が遅れ，へい死被害も度々

発生しているf 身入りの遅れやへい死は，品質の低下

や収穫量の減少に直結し，ブランドカの低下につながる

致命的な問題となるため，これらを防止する技術の開発

が急務となっている。その解決策の 1っとしては，従来

から用いられてきた宮城県産種苗(以下，宮城種苗とす

る)に代わり，現在の当海区の海域特性に最も適応して

いると思われる豊前海産種苗(以下，豊前種苗とする)

の新たな活用が考えられるが，豊前種苗に関する知見は

a現所属:漁業管理課
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殆どなく，成長・生残・成熟特性など不明な点が多い。

そこで本研究は，成育特性からみた豊前種首の実用性

を把握するため，一般的に流通している宮城種苗及び広

島県産種苗(以下広島種苗とする)との成長比較試験を

実施した。更に，マイクロサテライト DNAマーカー(以

下 MSマーカーとする)を用いた系群解析を実施し，

種首聞の遺伝的距離を把握するとともに，成育特性との

関連性について考察を試みた。

方法

1 .成長比較試験

試験は， 2007年夏季に採面された抑制種苗を用いて，

2008年 4 月 ~12月にかけて中部漁場内の当研究所が開発

した耐波性・高生産性かき養殖筏4)に垂下して行った(図

1 )。 試験区は，人工島周辺漁場内で当研究所が採苗し

た豊前種苗，宮城県海域で生産業者(東松島市鳴瀬)が

採苗した宮城種苗及び広島県海域で生産業者(廿日市市

地御前)が採苗した広島種苗の計3区とした。成育状況

の調査は毎月中旬頃に実施し 1回の測定個数は各試区
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図 1 試験養殖及び豊前種苗の採苗場所
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30個体(12月は100個体)ずつ，測定項目はマガキの成

長に応じて殻高，殻付重量(5月から測定)，軟体部重

量 (8月から測定)及び累積へい死率 (7月から測定)

とした。

2. MSマーカーによる解析

上記試験で12月に測定した豊前，宮城及び広島種苗の

それぞれ32個体ずつの閉殻筋から QIAGEN DNeasy 

Blood &百ssuekitを用いて DNAを抽出した。これを

templeteDNAとして Haら5)の4つの MSマーカー

(kaki6， kaki12， kaki18， kakicgi2) によって解析し

た。解析にはこれらの MSマーカーからそれぞれ

6-FAM， VIC， NED， PETの蛍光色素を用いてテイル

ドプライマーを作成し， Haら5)の報告にある条件でPCR

を行い，得られた PCR産物をそれぞれ適正な濃度とな

るように混合し， ABI社の PRISM3130XL genetic 

Analyzerで分析し，フラグメントサイズを決定した。

得られた結果から遺伝子解析プログラム GeneAlex6.2，

GENEPOP3.4， ARLEQUIN 2.001を用いて解析を行

った。

1 .成長比較試験

(1)殻高の推移

結果
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各種苗の平均殻高の推移を図 2に示した。各種苗の平

均殻高±標準偏差は，豊前，宮城及び広島種苗で4月は

17.9土4.3，14. 8:t3. 6及び25.7土7.3mm，8月は59.4土

6.9， 61. 0士9.5及び56.2:t9. 1mm， 12月は86.7:t 10. 1， 

89.8土9.7及び86.7土10.0mmで、あった。どの種首も概

ね同様に成長したが 8月以降は宮城種苗の平均殻高が

若干大きくなり，豊前種首と広島種苗はほとんど同じ大

きさで推移した。また， 12月の測定結果について多重比

較検定を行ったところ，表 1に示すように宮城種苗>豊

前種首=広島種苗の順に差がみられた (Fisherの最小

有意差法:p <0.05)。

(2)殻付重量の推移

各種苗の平均殻付重量の推移を図 3に示した。各種首

の平均殻付重量±標準偏差は豊前，宮城及び広島種苗で

5月は4.1:t1.9，2.1土O.9及び6.2土3.5g，8月は18.2 

:t4.7， 18. 3:t5. 8及び19.0:t6. 9g， 12月は55.7:t 15. 1， 

54. 5:t 13.9及び53.3土14.19であった。種苗聞の殻付重

量の成育状況を比較すると，初期の成育格差が解消され

た8月以降はほとんど成育差がみられずに推移した。ま

た， 12月の測定結果について多重比較検定を行ったとこ

ろ，表2に示すように種苗間での成長差はみられなかっ

た (Fisherの最小有意差法 p>0.05)。
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図2 各種苗の成育状況の推移(平均殻高)

表 1 種首聞の成長差の比較(殻高)
料 1首有意*:5%右賞

種苗1 種苗2 Pfi直 判定

豊前 宮城 0，028 * 

豊前 0，991 

宮城 0.027 * 
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(3 )軟体部重量の推移

各種苗の平均軟体部重量の推移を図4に示した。各種

苗の平均軟体部重量±標準偏差は，豊前，宮城及び広島

種苗で 8月は3.5:t1.1，3.2:t1.2及び3.5:t 1. 3g， 12月

は16.2:t4. 6， 14. 6:t4. 5及び16.1土4.4gであった。種

苗聞の軟体部重量の成育状況を比較すると，ほとんど成

長差はみられずに推移したが， 12月の測定結果について

多重比較検定を行ったところ，表 3に示すように豊前種

苗=広島種苗>宮城種首の順に差が生じた (Fisherの

最小有意差法 p<0.05)。

(4)累積へい死率の推移

各種首のへい死率の推移を図 5に示した。各種苗のへ

い死率は豊前，宮城及び広島種苗で 7月は5.3，10. 1及

び8.3%，10月は34.3，45.5及び27.4%，12月は47.8， 

67. 2及び46.8%であった。へい死率は常に宮城種首が高

く，豊前種苗と広島種苗はほぼ同じ値で推移した。また，

宮城種苗は特に 9月以降の水温下降期にへい死がより多

くみられ，豊前及び広島種苗との聞の差が拡大していっ

た。 12月の測定結果では，宮城種苗は他の種苦と比較し

てへい死率は約1.5倍となった。
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表2 種苗聞の成長差の比較(殻付重量)
紳 1%査童*・5目査意

種首1 種苗2 P値 判定

豊前 宮城 0.538 

豊前 広島 0.226 

宮城 広島 0.551 
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2. MSマーカーによる解析

MSマーカーによる分析結果のうち，各種苗聞の Nei

の遺伝的距離は豊前種苗と広島種苗では0.307，豊前種

苗と宮城種苗では0.261，宮城種苗と広島種苗では0.388

となった。アサイメントテストの結果は図 6に示す。豊

前種苗は広島種苗，宮城種苗とも重なることはなく，そ

れぞれの計算値を用いて one-way ANOVAと

Bonferroni補正法による多重比較検定を行ったところ，

それぞれで有意差 (p<O.Ol) が認められた。

表3 種首聞の成長差の比較(軟体部重量)

**: 1出査意*:5%査意

種首1 種首2 pj直 判定

豊前 宮城 0.013 * 

豊前 広島 0.804 

宮城 広島 0.025 * 
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図6 豊前種苗、宮城種苗、広島種苗のそれぞれの比較
によるアサイメントテストの結果

考察

近年の当海区でのかき養殖の特徴として，身入りの遅

れやへい死が度々発生しており，それらの要因の 1っと

して秋季水温が高めに推移していることが挙げられる。

その傾向は将来的にも継続される可能性が高いことか

ら，筆者らは新たな養殖管理技術の開発が必要であると

報告のしてきた。現在，当海区では種苗を冷水系の宮城

種苗に依存しているが，この種百は成長が良好である一

方，高水温域での養殖でへい死率が高いことが知られて

いるf従って，宮城種苗と比べて当海域への適応度が

高いと考えられる温暖系の当海区産種苗(豊前種苗)を

新たに導入することで，身入りの遅れやへい死の防止を

図ることが期待された。しかしながら，一般的に温暖系
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の種苗はへい死が少ない反面，小粒であるといわれてお

り6) 豊前種苗が宮城種苗のように大きく成長するのか

は不明であった。そこで，豊前種苗と既存の種苗(冷水

系の宮城種苗及び温暖系の広島種苗)との成長比較試験

を実施し，豊前種百の実用性について判定を行った。

成長比較試験については，まず各種苗の月別成育状況

をみると，殻高，殻付重量及び軟体部重量すべてでどの

種苗もほぼ同様な成長を示したことから，垂下後の成長

過程において差がないことが分かつた。また，種苗聞の

成長差については，出荷盛期を迎えた12月の測定結果を

みると，豊前種苗と広島種百との聞には有意差はみられ

なかったが，宮城種苗と他の種苗との聞には有意差がみ

られ，宮城種苗は平均殻高が約 3%大きく，軟体部重量

が約10%軽かった。但し，殻高については差がごくわず

かで，図 7に示すように外見上から種苦聞の成長差を区

別することが困難であるため，実際の養殖では実感でき

ないレベルであった。一方，へい死については比較的明

らかな差がみられ，宮城種首は豊前種苗や広島種苗と比

較して1.5倍ほどへい死率が高かった。これらの結果か

ら，成育特性からみた各種苗の実用性については以下の

とおり総括された。すなわち，温暖系の豊前種苗と広島

種苗の成長・生残はともに変わらない。当海区で使用さ

れる冷水系の宮城種苗は，他の 2種苗と比較して殻の大

きさはごくわずかに勝るが大差なく，身入りは劣ってお

り，へい死が多い。従って，身入りの向上やへい死の防

止を目的として，当海区に温暖系の豊前種苗や広島種首

を導入することは，有効である。

豊前種苗の導入にあたっては，当海区でかき養殖が開

始されてから20年以上が経過するなかで，従来から生息

していた天然マガキと宮城産の養殖マガキとの聞に遺伝

的交配が行われていることが想定された。そして，それ

が種苗の成育特性に何らかの影響を及ぼしている可能性

図7 種苗聞の殻形状の比較
(上から宮城種苗、豊前種苗、広島種首のjI頃)



豊前海で採苗したマガキの成育特性及び系群解析

があるため，同時に豊前種百と宮城種苗との遺伝的交配

の程度を把握することが重要であると判断された。そこ

で，今回調べた各種苗について，それぞれが遺伝的にど

の種苗に由来するのかを判定した結果(アサイメントテ

スト)，豊前，宮城，広島の 3つの個体群は一部重なる

部分はあるものの，それぞれが独立した個体群として認

識された。また，個体群聞の遺伝的距離はほぼ等しかっ

た。このことは，当海区産天然マガキと宮城産養殖マガ

キとの遺伝的交配の程度は小さく，広島系群，宮城系群

とは独立した豊前系群が今もなお維持されていることを

示している。 Sekinoらηま， 日本各地の天然マガキの遺

伝的特徴を調査した結果，養殖マガキの遺伝的影響はそ

れほど大きくなく，地域の遺伝的特徴がよく保存してい

ることを報告している。本研究に用いた MSマーカー

は広島湾において養殖と天然マガキの遺伝的性状を調べ

るために開発されたものであるが，この報告5)において

も広島と宮城種苗には差があるとしており，今回の結果

もそれを支持している。

そのため，成育特性で広島種苗と類似した結果を示し

たのは，同一系群であるためではなく，共に瀬戸内海に

属する海域で採苗された温暖系種苗であるためと解釈で

きょう。系群の違いは，漁場環境が今回の状況と異なれ

ば，広島種首にはない豊前種首に特有の優れた成育特性

がみられる可能性があることに繋がるであろう。

ここで，豊前系群が独立性を維持している要因として

は，宮城種苗の母集団としての影響の少なさが考えられ

たため，影響度の試算を行った。試算においては，本来

は天然マガキと養殖マガキの現存量を比較することが望

ましいが，天然マガキの現存量は推定が困難なため，養

殖マガキの垂下面積と天然マガキの主生息、範囲とを比較

した。養殖マガキの垂下面積についてはマガキの付着し

たホタテ盤の総使用個数から，天然マガキの主生息範囲

については潮間帯と干潟面積との和として算出した結

果，表4に示すように各々約4.5ha及び約1，568haと推

定され，天然マガキの主生息範囲の方が遥かに大きかっ

た。もちろん，主生息範囲のすべてにマガキが生息して

いる訳ではないが，干潟や潮間帯では頻繁にマガキの生

息が確認されることから，豊前系群が独立性を維持して

いる結果を踏まえれば，天然マガキの母集団が宮城種苗

と比較して充分に大きいために 遺伝的影響が僅かであ

るとの解釈は可能であろう。また，当海区では 1年サイ

クルの養殖のみを実施していることから，筏に垂下され

た宮城種苗は主産卵期である夏季にはすべて 1個体あた

りの重さが10g程度と小ぶりな当歳貝であるため，産卵

母集団として充分に機能していない可能性がある。

今回の結果から，成育特性からみた豊前種苗の実用性
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表4 宮城種苗の影響度の推定

区分

宮城産
(養殖)

豊前海産

(天約

範囲

ホタテ盤の表面積(c凶)*

a 
ホタテ盤の総使用数(万枚)**

b 
養殖マガキ垂下面積(ha)

aXb 
干潟面積(ha)***

c 

潮間帯面積(ha)材料

d 

天然マガキ主生息面積(ha)
c+d 

* 直径10叩の円として算出

数値

157 

285 

4_5 

1，520 

48 

1，568 

神 1筏あたり使用数(15，OOO*Jo x筏数(190台)より算出

料体国土地理院1/25，000地図より;J!II定

神明海岸線長さ(119同含人工島，)x最大干満差(4m)より算出

が示されたが，導入にあたっては種苗を安定して供給す

る技術を開発することが重要である。そのためには，当

海区のマガキ浮遊幼生について，時期別や場所別の出現

動向を把握するための更なる調査や，採苗適地に関する

調査を継続して実施することが必要であろう。
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