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Ⅰ．本事業の目的および実施概要 

１．本事業の背景及び目的 

わが国の沿岸・内湾域では、水産物の安定した供給を図るため、様々な海面養殖業が行われ

ているが、その中で最大の生産量を誇っているのがノリ養殖である。しかしながら、漁場の環

境変化等に伴う生産量の減少や品質の低下が生じるなど、その生産量、生産額は必ずしも安定

しておらず、ノリ養殖業の経営のみならず、地域経済にも深刻な影響を及ぼしている。 

ノリ養殖の安定した生産を阻害する要因のひとつとして、海水温の上昇が挙げられる。ノリ

養殖に主に用いられているスサビノリは、北海道や東北地方を原産地とする種であることから、

秋季に水温が低下するのを待って、ノリ網の張り込みが行われる。しかしながら、近年、わが

国の沿岸・内湾域では、秋季の海水温が高めで推移していることから、網入れの目安となる水

温まで低下する時期が遅れる傾向にある。その結果、漁期が短縮され、養殖生産量の減少につ

ながる。 

わが国の多くのノリ漁場で頻発している色落ちも、ノリ養殖の安定した生産を阻害する要因

のひとつである。ノリの色落ちの主たる要因は、栄養塩不足であり、冬季の養殖シーズンにお

ける陸域からの栄養塩の供給レベルの低下や栄養塩を競合する珪藻赤潮の発生等に起因してい

る。有明海におけるノリ養殖業においては、2001 年に大規模なノリ色落ち被害が発生し、その

後、2003 年にも色落ち被害が発生した。2014 年のノリ漁期には、珪藻のユーカンピアによる赤

潮により、10 年ぶりに大規模なノリの色落ち被害が発生し、生産額が平年比の約 1 割減となっ

た。また、八代海では、近年、毎年のように栄養塩が不足し、ノリの色落ち被害が発生してい

る。 

このように、秋季の海水温の上昇及び色落ちの発生はノリ養殖に多大な影響を及ぼすことか

ら、ノリ養殖の安定した生産を図るため、抜本的な方策が業界等から強く望まれている。そこ

で、本事業では、高水温に適応したノリ育種素材の養殖試験を行うことにより、高水温適応品

種の実用化を進めるとともに、ノリと栄養塩を競合する植物プランクトンを消費し、栄養塩を

添加（排出）する二枚貝の増養殖を組み合わせたノリ色落ち対策技術を開発することで、高品

質なノリの安定的な生産に資することを目的とする。 

 

２．本事業の課題構成と実施体制 

本事業では、国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下、水産研究・教育機構と記載）を

代表機関とする共同研究機関『ノリ養殖技術開発共同研究機関』（構成員は、水産研究・教育機

構、愛知県水産試験場、岡山県農林水産総合センター水産研究所、三重県水産研究所、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、長崎県総合水産試験場、

熊本県水産研究センター）を設け、表 1 に示した研究開発課題を共同連携して実施する。また、

本事業の実施計画、実施体制、今後の方向性、試験結果の検証等を行い、高水温適応品種の実

用化を進めるとともに、二枚貝の増養殖等を組み合わせたノリ色落ち対策技術の開発について

検討するため、ノリ養殖、二枚貝の増養殖技術及び沿岸環境に精通した外部有識者３名を招聘

し、技術開発検討会を開催する。なお、検討会の運営は、水産研究・教育機構西海区水産研究

所内に設置する事務局が担当し、年２回開催する。 
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表 1 本事業の課題構成 

研究開発課題 研究開発課題の分担 

（１）ノリ高水温適応品種の開発・実証 

１）野外養殖試験による育種素材の高水温耐

性調査 

２）野外培養試験による育種素材の高水温耐

性調査と高水温耐性品種育成手法の開発 

３）有明海漁場に適合した高水温耐性品種の

開発と養殖適性の調査 

４）浮き流し養殖漁場に適合した高水温耐性

品種の開発と養殖適性の調査 

５）細胞融合等による育種素材の室内培養に

よる特性調査 

６）派生株の高水温耐性調査および育成株の

成分調査 

 

（２）二枚貝類養殖等を併用したノリ色落ち

軽減技術の開発 

１）二枚貝を用いたノリの高品質化効果の評

価手法の開発 

２）有明海・八代海における二枚貝の増養殖

等によるノリ養殖の高品質化 

①福岡県地先有明海における二枚貝の増養

殖によるノリ養殖の高品質化 

②佐賀県地先有明海における二枚貝の増養

殖等によるノリ養殖の高品質化 

③熊本県地先八代海における二枚貝養殖に

よるノリ養殖の高品質化 

３）二枚貝の増養殖等の併用がノリの品質に

及ぼす影響の評価 

 

 

 

 

（３）技術開発検討会の設置 

 

岡山県農林水産総合センター水産研究所 

 

熊本県水産研究センター 

 

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

 

愛知県水産試験場 

 

水産研究・教育機構水産大学校 

 

水産研究・教育機構西海区水産研究所 

水産研究・教育機構中央水産研究所 

 

 

 

水産研究・教育機構増養殖研究所、三重県水

産研究所 

 

 

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 

 

熊本県水産研究センター 

 

水産研究・教育機構西海区水産研究所・同増

養殖研究所、三重県水産研究所、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、長崎県総合水産試験

場、熊本県水産研センター 

 

水産研究・教育機構西海区水産研究所 
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３．研究開発課題の内容 

 各研究開発課題における研究開発の内容は以下のとおりである。 

 

（１）ノリ高水温適応品種の開発・実証 

本実施課題では、水産研究・教育機構が開発したノリの高水温適応育種素材および県試験研

究機関等で作出、保存されている高水温適応品種を用いた培養試験を実施し、高水温適応能な

どの優良形質を把握するとともに、ノリ漁場における養殖試験により、高水温適応品種の実用

化に向けた特性評価を行う。 

本実施課題の具体的な構成と実施内容は以下のとおりである。 

 

１）野外養殖試験による育種素材の高水温耐性調査 

水産研究・教育機構が開発した育種素材等を漁場で栽培し、漁期開始時（高水温期）におけ

る葉体の障害の状況等を調査する。 

 

２）野外培養試験による育種素材の高水温耐性調査と高水温耐性品種育成手法の開発 

水産研究・教育機構および熊本県水産研究センターが開発した育種素材等を、養殖場の環境

に近い野外大型水槽で培養し、障害の程度等を調査するとともに、優良個体を選抜し、高水温

耐性の向上を目指す。 

 

３）有明海漁場に適合した高水温耐性品種の開発と養殖適性の調査 

福岡県又は水産研究・教育機構が開発した育種素材等を漁場で栽培し、高水温期（漁期開始

時）における殻胞子～葉状体の生長（葉体の障害の状況等）について調査する。 

 

４）浮き流し養殖漁場に適合した高水温耐性品種の開発と養殖適性の調査 

農林水産技術会議の委託研究で育成された高水温耐性育種素材を活用して、ノリ網への付着

力が強い高水温耐性品種の開発を目指す。そのため、県内漁場において養殖中の既存品種をサ

ンプリングして付着力の評価手法を検討するとともに、高水温耐性育種素材と基部発達に優れ

た本県保有系統の葉状体について、室内培養によりノリ網への付着力を比較調査する。次に、

育種素材の付着力向上を目指して、交雑試験等を試みる、すなわち交雑元とする葉体を選抜し

た上で混養して果胞子および糸状体を作出する。 

 

５）細胞融合等による育種素材の室内培養による特性調査 

農林水産技術会議の委託研究において、細胞融合等により得られた育種素材株について、室

内培養で高水温耐性調査を実施する。24℃の高水温条件で殻胞子から葉状体を 2 週間室内培養

し、生長性および imaging-PAM による生理状態を評価する。これらの葉状体について、適水温

の 18℃で培養を継続し、生理状態や障害の程度等を観察し、元株等と比較することにより養殖

品種としての適性を調査する。 

 

６）派生株の高水温耐性調査および育成株の成分調査 

農林水産技術会議の委託研究において、高水温耐性系統の育成過程で生じた未調査の派生株
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について、高水温耐性調査を実施する。漁期開始時における高水温を想定して、24℃の高水温

条件で殻胞子から葉状体を 2 週間培養し、生じた障害および生長への影響を把握し、高水温耐

性を評価する。また、野外養殖試験もしくは野外培養試験等で栽培された育成株等の葉状体の

遊離アミノ酸組成を分析し、呈味成分から見た養殖品種としての適性を調査する。 

 

（２）二枚貝類養殖等を併用したノリ色落ち軽減技術の開発 

本実施課題では、ノリと栄養塩を競合する植物プランクトンを消費し、栄養塩を海域に添加

する機能を持つ二枚貝類に着目し、二枚貝の増養殖等を併用することによる養殖ノリの色落ち

軽減効果等を漁場およびその周辺海域で確認、評価することで、ノリの色落ち被害を軽減し、

高品質なノリを安定的に生産する技術の開発を目指す。 

本実施課題の具体的な構成と実施内容は以下のとおりである。 

 

１）二枚貝を用いたノリの高品質化効果の評価手法の開発 

① 二枚貝からノリへの栄養塩供給量の推定手法の開発 

平成 29 年度までに確立した窒素安定同位体比（δ15N）を指標とした二枚貝からノリへの溶

存態無機窒素（DIN）供給量の推定手法に関して、水槽飼育実験および野外調査によって手法

の精度向上を図る。また、本手法を用いて有明海各県で実施予定の複合養殖試験の二枚貝併用

効果を試算する。 

 

② 養殖現場でのノリの生理状態評価手法の開発 

平成 29 年度までに確立した PAM（パルス振幅変調クロロフィル蛍光測定法）を用いたノリ

の生理状態を養殖現場で非破壊的に評価する手法を活用し、二枚貝併用によるノリ生理状態の

改善効果の検出を試みる。また、水槽飼育実験および野外調査によって手法の精度向上を図る。 

 

２）有明海・八代海における二枚貝の増養殖等によるノリ養殖の高品質化 

① 福岡県地先有明海における二枚貝の増養殖によるノリ養殖の高品質化 

福岡県地先有明海ではノリ養殖漁期後半に発生するノリ色落ち被害の規模により、生産量・

金額が大きく左右され、平成 25 年度漁期は植物プランクトンのユーカンピアの増殖に伴う色

落ちで生産量・額とも大きく落ち込んだ。本課題は、福岡県地先有明海のノリ養殖施設周辺で、

二枚貝増殖による色落ち原因種の植物プランクトンの摂食・栄養塩排泄で色落ちの低減を図る。 

 

② 佐賀県地先有明海における二枚貝の増養殖等によるノリ養殖の高品化 

本課題では、佐賀県地先有明海で生息域がノリ養殖漁場とほぼ重なる二枚貝をノリ養殖施設

周辺に設置し、これら二枚貝のろ水摂餌による色落ち原因プランクトンの除去効果および排泄

に伴う栄養塩供給によるノリの品質向上効果について検討する。これまでの試験結果では、色

落ち軽減効果のためには大量の二枚貝を設置する必要があり、効果的でない。このことから、

二枚貝の設置量を減少させるため、新たな栄養塩添加方法についても検討を行う。 

 

③ 熊本県地先八代海における二枚貝養殖によるノリ養殖の高品質化 

熊本県地先八代海のノリ養殖漁場では、早期の色落ちが頻繁に発生し、ノリ養殖業の経営の
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みならず、地域経済に深刻な打撃を与えている。ノリの色落ちの主たる要因は栄養塩不足であ

り、ノリと栄養塩を競合する珪藻赤潮の発生に起因している。本課題では、これら珪藻を餌料

として利用する二枚貝養殖が漁場の栄養塩循環と珪藻類の発生に与える効果を明らかにするこ

とを目的とする。 

 

３）二枚貝の増養殖等の併用がノリの品質に及ぼす影響の評価 

水産研究・教育機構、三重県水産研究所、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、長崎県総合水産試験場、熊本県水産研究センターが連携して、海水

および底泥中に存在する有機酸濃度の測定を行う。また、課題１）および課題２）で得られた

成果をもとに、二枚貝類の増養殖等との併用がノリの品質に及ぼす影響を総合的に評価すると

ともに、得られた成果を取りまとめる。 

 

（３）技術開発検討会の設置 

本事業の実施計画および実施結果について取りまとめるため、ノリ養殖、二枚貝の増養殖技

術および沿岸環境に精通した外部有識者 3 名を招聘し、技術開発検討会を計 2 回開催する。 
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