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【背景・目的】 

ノリ養殖業は我が国水産業の基幹産業の一つとしてこれまで大きな発展を遂げてきたが、

2000 年代初頭から毎年のように発生する葉状体の色落ちが大きな問題となっている。農林

水産統計によると平成 28 年のノリ類養殖生産額は、4 億 5 千万円で、過去 10 年間で約２

億円減少した。ノリの色落ち問題は、海水中の窒素やリンなどといったノリにとって必要

栄養素である無機栄養塩濃度が減少することが原因で植物色素が十分に作られなくなるた

めに葉状体の色が薄くなり商品価値が下がることである。養殖海域の栄養塩不足は、養殖

海域の環境収容力を超えるノリを栽培した場合や、陸水の過剰利用や水質総量規制などに

よる陸域からの栄養塩負荷の減少や、ユーカンピアなどの大型珪藻類のブルーム（珪藻赤

潮）による栄養塩の消費でノリが利用できる栄養塩が枯渇することなどが原因と考えられ

ている。小型珪藻類は基礎生産者として食物連鎖の根幹をなす重要な藻類であり、小型珪

藻類のブルームが発生しても短期間で収束するが、大型珪藻類は栄養塩レベルが比較的低

いときに小型珪藻類を抑えて大発生し栄養塩を使い尽くす傾向があり、これによりノリ生

産が打撃を受けると考えられている。 

ノリの色落ち対策として、硝酸アンモニウムなどの化学肥料を用いた施肥（栄養塩添加）

が行われているが、海洋の流動環境下での施肥は陸上の農地に肥料を施すのと比較して移

流拡散のために高濃度が必要であり、特に潮位差が大きく潮汐流の強い有明海では管理が

非常に困難である。また、施肥は赤潮などの弊害を引き起こすなど、広く生態系に影響を

及ぼす危険性を持っており、海洋環境をよく把握して生態系へ配慮して慎重に行う必要が

ある。また、十分な配慮を行ったとしても、他の漁業者や環境保護団体などの理解を得る

のには努力が必要であろう。 

本事業及び、先行事業では施肥の代替法として、二枚貝類にノリ色落ちの原因となる珪

藻類を餌料として利用させることで現存量を減らし、ノリとの栄養塩競合を緩和させると

ともに、二枚貝類が排泄するアンモニア態窒素をノリに供給する手法の検討が行われてき

た。この複合養殖的手法には二枚貝類の生産が漁業所得を向上させるというメリットもあ

り、実用化に期待がかかっている。海藻類は様々な形態の窒素を吸収、貯蔵、利用するこ

とが知られているが（Syrett, 1981）、ノリは、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アミノ酸態窒素、

尿素と比較して、アンモニア態窒素を も速く吸収し（Amano and Noda, 1987; 山本, 1992）、

主にアンモニア態窒素と少量のアミノ態窒素を排泄する二枚貝類（Gosling, 2004）からの効

率的な栄養添加効果が期待される。また、藻類細胞内でのアミノ酸合成には、アンモニア

態窒素が前駆体として利用されるので、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素は、一度アンモニ
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ア態窒素まで還元される必要があり、これには大きなエネルギーを消費することから（Lea 

and Morot-Gaudry, 2001）二枚貝類からノリへ毒性のない濃度でアンモニア態窒素が直接供

給されることはノリの成長にとって有利であると考えられる。 

本事業の先行事業として平成 19 年度〜23 年度に実施された「新たなノリ色落ち対策事

業のうち二枚貝増養殖技術の開発」では、各県のノリ色落ち状況に関して情報を整理する

とともに、アサリ、サルボウガイ、ウチムラサキガイ、シカメガキなどの二枚貝類に関し

て濾水速度、プランクトン除去能力、アンモニア排泄などに関する知見を詳細な実験によ

り収集し、これらの情報を元に数値モデル解析を行うことで、ノリ色落ち防止効果の試算

などを行った。この事業は二枚貝類やノリの基礎的な知見の収集を主な目的とし、養殖現

場での実証試験は実施されなかった（増養殖研究所, 2012）。 

本事業は、ノリ養殖現場の海域において二枚貝類による珪藻等植物プランクトンの除去

効果を評価するとともに、二枚貝類の増養殖を併用することによる養殖ノリの品質向上効

果等を実証規模で確認し、実施上の問題点、注意点等を明らかにすることを目的としてお

り、先行事業での室内飼育実験等から得られた基礎的知見をもとに養殖現場での実証試験

を行うことが求められている。 

本課題では、二枚貝類が持つ色落ち防止効果のうち、ノリへの栄養塩供給（施肥）効果

に注目し、栄養塩供給量の推定手法を開発することを目的とした。二枚貝養殖のノリの高

品質化の現場実証試験のためには、二枚貝類からノリへの栄養塩の供給量を推定すること

が必要であるが、測定手法は確立されていない。二枚貝の摂餌や代謝物排泄特性の環境要

因との関係を水槽試験等で定量的に明らかにすることで、環境水中に放出される栄養塩の

量を試算することは可能であるが、排泄された栄養塩のノリによる取り込み量を物質収支

のみから推定することはできない。そこで、窒素安定同位体比（15N）を指標とした二枚貝

類（マガキおよびアサリ）からノリへの溶存態無機窒素（DIN）供給量の推定手法を水槽飼

育実験および野外調査で確立し、これを利用して環境水中の DIN と二枚貝が排泄するアン

モニア態窒素のノリへの寄与率を推定する手法を確立することを目標とする。 

窒素の安定同位体である 14N と 15N の化学反応速度の違いから、窒素化合物の15N は特

有の値を持つことが知られている。また、窒素化合物が基礎生産に利用されたり、食物連

鎖の中で窒素化合物が高次の捕食者に利用されたりするときに15N の値が変化（同位体分

別）することが知られており、この変化値を分別（濃縮）係数と呼ぶ。例えば、一般的に

捕食者の15N は餌のそれよりも 3～4‰高くなることが知られている。安定同位体比のこの

性質を利用し、ノリが海水中の栄養塩を利用する場合と二枚貝の排泄物を利用する場合の

安定同位体比の差から、二枚貝排泄物の寄与率を推定する手法の確立を試みてきた。また、

確立した手法を用いて有明海でのノリ養殖現場における実証試験の検証を行い、二枚貝の

栄養塩添加効率のよい複合養殖技術開発に資する情報を提供することを目指す。 

 

【材料と方法】 

（１）窒素安定同位体比を指標とした二枚貝窒素排泄物のノリ成長への寄与率推定手法―

これまでの実験結果に基づき提案する分析手法 

平成 29 年度までに、二枚貝類とナラワスサビノリ（以下ノリと呼ぶ）の複合養殖現場で

二枚貝排泄物のノリの成長への寄与率の推定を可能とするために、ノリが環境水中の溶存
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態窒素（アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素など）と二枚貝類が排泄したアン

モニア態窒素を利用する場合の溶存態無機窒素供給経路での窒素安定同位体比（15N）の

同位体分別を明らかにするための実験を行ってきた（二枚貝併用ノリ養殖技術開発共同研

究機関、2018）。同位体分別とは、エサに含まれる窒素が捕食者に同化されたときなどに起

こる安定同位体比の変化のことを指し、溶存態無機窒素がノリや微細藻類に利用されると

き、微細藻類がアサリやマガキなどの二枚貝類に利用されるとき、二枚貝類が窒素代謝物

を排泄するときに、15N はそれぞれ一定の値で変化すると考えられている。 

これまで、溶存態無機窒素のノリへの伝達経路の違いによる同位体分別の差異を利用す

ることで、それぞれの窒素源のノリへの寄与率を推定することが可能になると考えて、培

養試験や野外調査を行ってきたが、有明海においては３態の無機態溶存窒素（アンモニア

態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素）の存在比の季節変化が大きいこと（石谷ら、2012)、

３態窒素がノリに同化されるときの濃縮係数が異なることなどが確認されたことから、野

外調査データから複雑な推定式を導くのではなく、ノリと二枚貝類の複合養殖実験におけ

る試験区（ノリと二枚貝の複合培養）と対照区（ノリのみの培養）の比較から寄与率を推

定する手法を検討することとした。 

平成 29 年度までの培養試験等の結果から、ノリが硝酸態窒素とアンモニア態窒素を利用

するときの同位体分別を明らかにした。硝酸態窒素利用時の分別係数が-2.4‰であるのに対

して、硝酸態窒素利用時の分別係数は 0.4‰と、利用時の変化がほとんどないことが示され

た。一般的に、アンモニア態窒素が植物に利用されるさいは直接有機態窒素へと同化され

るのに対し、硝酸態窒素は酵素の働きによる還元過程を経て有機態窒素へと同化される

（Lea and Morot-Gaudry, 2001）。このことが、観察された分別係数の差の理由であると考え

られる。二枚貝の排泄窒素は主にアンモニア態窒素である。また、海水中のカキ尿に含ま

れるアンモニア態窒素は 48 時間以内ではほとんど硝化されないことが観察されたことか

ら、複合養殖で二枚貝排泄物をノリに効率的に供給する場合の窒素形態は、アンモニア態

である必要があり、硝化されるまでの長時間が経過した状態では植物プランクトンによる

利用や拡散により施肥効果はほとんどないと推定される。このことから、二枚貝排泄窒素

をノリが利用する場合の窒素はアンモニア態窒素であり、濃縮係数は 0.4‰であるとした。 

一方で、ノリ養殖場の海水には３態無機窒素に加えて、アミノ態窒素や尿素などの有機

態窒素が含まれたり、窒素源も河川由来や沖合海水由来のものが混ざりあったり、また硝

酸アンモニウムなど人工肥料を用いた施肥の影響もあるなど、ノリが利用した窒素の内訳

の履歴を正確に推定することは不可能に近い。複合養殖実験での対照区のノリは、これら

複雑な窒素環境を利用した結果としての15N を持つと考えられる。また、試験区のノリは、

対照区のノリに二枚貝施肥効果が追加された結果としての15N を持つと考えられる。試験

区と対照区の比較のみから二枚貝の寄与率を推定できれば、窒素環境の複雑さを考慮する

必要がなくなる。 

アサリとマガキの軟体部と排泄アンモニア態窒素の15N の比較を行ったところ、マガキ

では、軟体部とアンモニア態窒素の差が-4.3‰、アサリでは-4.2‰であった。これら２種で

はほとんど差がなかったことから、種非特異的な代謝メカニズムが関係している可能性が

ある。一般的に動物の体組織と餌の15N の関係は、動物種や餌の種類に関わらず前者が 3‰

～4‰高くなることが知られていることから、アサリとマガキの排泄窒素の15N が体組織
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より約 4‰低いことはこれと辻褄が合うと思われる。このことから、より詳細な検証が必

要であるとは思われるが、二枚貝とノリの複合養殖において、ノリに供給されるマガキと

アサリの窒素排泄物の15N はこれら二枚貝の軟体部の値よりそれぞれ 4.3‰あるいは 4.2‰

低くなると考えられた。 

以上の条件から複合養殖条件下での二枚貝からノリへの窒素供給の寄与率は次式で求め

ることができる。 

k = (X' - X )/ (-X + C - 3.9)  （式１） 

k = (X' - X) / (-X + A - 3.8)  （式２） 

ここで、 

X'：試験区（二枚貝尿が含まれる環境水）のノリ葉状体の15N 

X：対照区（二枚貝尿が含まれない環境水）のノリ葉状体の15N 

A：アサリ軟体部の15N 

C：マガキ軟体部の15N 

k：二枚貝窒素排泄物のノリの成長への寄与率 

を示す。 

 

（２）福岡県、佐賀県、熊本県での複合養殖試験の二枚貝効果の解析 

平成 29 年度に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が実施したノリと二枚貝類の複合養殖実施試験（二枚貝併用

ノリ養殖技術開発共同研究機関、2018）における二枚貝からノリへの施肥効果を上記（１）

で示した手法を用いて解析した。各県での試験内容の詳細は、結果と考察で合わせて説明

する。 

福岡県からは試験に用いたノリとアサリ、佐賀県と熊本県からはノリとマガキ、さらに

３県から環境水標本の提供を受けた。ノリ標本は、蒸留水で塩分を洗い流して湿重量を測

定し、凍結乾燥した後に粉砕して乾燥保存した。アサリ及びマガキ標本は、重量測定後に

凍結乾燥して粉砕した。粉砕した標本は脱脂処理を施さずに、窒素含有用および15N 分析

に供した。ノリに関しては分析試料約 2 mg、アサリ及びマガキに関しては約 0.8 mg をスズ

箔に詰め、元素分析計（サーモクエスト製 EA1110）と ConFloⅡで接続された質量分析計

（フィニガンマット製 MAT252）を用いて、15N を測定した。 

 

（３）硝酸態窒素及びアンモニア態窒素がノリの成長に与える影響 

平成 29 年度に引き続いて硝酸態とアンモニア態窒素を窒素源とした培地を用いてノリ

を培養し成長速度の比較を行った。ノリ培養用の 1/2SWMⅢ改変培地（西海区水産研究所, 

2014）の窒素及びリン濃度を以下の様に変更し使用した。ストック溶液①：NaNO3（硝酸ナ

トリウム、硝酸態窒素と呼ぶ）2000 mol-N/L、ストック溶液②：(NH4)2SO4（硫酸アンモニ

ウム、アンモニア態窒素）2000 mol-N/L。①液②液とも Na2HPO4 濃度が 500 mol-P/L にな

るように調整した。さらに①液と②液を表 2-1-1 に示した比率で混合し混合液培地を準備

した。 
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１L 容量の藻類培養用丸底フラスコ

（BMS 社マリンフラスコ）に三重県五ケ所

湾の湾口で採水した貧栄養ろ過海水１.2L

（アンモニア態窒素 1.6mol-N/L、硝酸塩

0.3mol-N/L、亜硝酸塩 0.1mol-N/L、リン

酸 0.3mol-N/L）およびノリ葉片ディスク

を各５枚収容し、混合液培地を添加した。

実験は２回行い、1 回目の実験では混合液

培地 10 mL（N 濃度 16.5 mol-N/L）を２日

毎に添加した。２回目の実験では、混合液

培地 20 mL（N 濃度 33 mol-N/L）を２日

毎に添加した。双方とも、実験期間中の水

の交換は行なわず、培養液と等量の飼育水

（10 mL あるいは 20 mL）を捨ててから添

加した。 

ノリ葉片ディスクは、平成２９年度事業報告書で示した方法で準備した。熊本県水産研

究センターの協力で入手した U51 株の種網を増養殖研究所の実験桟橋で野外飼育して葉状

体を得た。8 mm 径の生検トレパンを用いて葉状体の中央部分をくりぬいて葉片ディスクを

得た（図 2-1-1）。１回目の実験では、葉片ディスクを市販の藻類培養液（第一製網株式会

社製 KW-21）を用いて５日間前培養し、成長することを確認した上で使用した。前培養で

はほぼ全てのディスクが成長し色味も濃くなったが、サイズにばらつきがあり縮れも見ら

れたので、可能な限り近いサイズの葉片ディスク

を使用した（５枚当たり平均湿重量 52 mg）。２

回目の実験では、バラつきはあるものの全てのデ

ィスクが成長することが確認できたので、作成直

後の葉片体を前培養なしで使用した（５枚当たり

平均湿重量 1.9 mg）。 

ディスクの個体識別はできないので、５枚ま

とめて紙タオルで可能な限り水分をとってから

湿重量測定を行った。培養はインキュベーター内

でフラスコに通気を行い、水温 18℃、照度 1700 

Lux（明暗周期、11L:13D）の条件で 7 日間行っ

た。ノリの比成長速度は、次式で求めた： 

SGR = (LnWfin – LnWini)/d (%/d)   （式３） 

ここで、Wini：培養開始時湿重量、Wfin：培養終了

時湿重量、d：培養日数を示す。 

ディスクの色味は、色彩計（日本電色工業社製

NR-12）を用いて１枚ずつ個別に L*、a*、b*値を

測定し、黒み度は次式で求めた： 

100 - (L*2 + a*2 + b*2)1/2  （式４） 

表 2-1-1 ノリ培養試験に用いた培養液の硝

酸態窒素とアンモニア態窒素の混合比 

 

 

 
図 2-1-1 ノリ U51 株葉片ディスク 

上段：切り出し直後の葉片ディスク 

下段：KW21 で 5 日間培養後の葉片

ディスク 
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【結果および考察】 

（１）－１ 福岡県におけるノリとアサリ複合養殖効果の試算 

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所が行ったアサリとノリの複合養殖試験より得

られた標本に関して窒素安定同位体比分析を行い、アサリからノリへの窒素供給を試算し

た。本試験では、アサリが生息するノリ漁場と生息しないノリ漁場でのノリの成長や色落

ち状況を比較することでアサリの影響を推定することを目的としている（詳細は課題２）

-①を参照）。 

図 2-1-2に示した福岡県柳川

市地先の矢部川河口付近のノ

リ養殖漁場に、平成 29 年 10 月

2 日～4 日にアサリ放流区を設

けた。アサリの放流サイズは

殻長 32 mm で、放流密度は 2 

kg / m2（275 個体 / m2）であっ

た。放流区および対照区はノ

リ養殖の区画 18 m × 36 m（1

小間）の面積で、放流区と対照

区の間に１区画あけて 80 m 程

度離れている。調査地は潮間

帯に位置し、支柱式のノリ網

の海底からの高さは潮位によ

って 2～3 m の間で変動した。放流区からアサリを平成 30 年 3 月 10 日に、放流区と対照区

からノリ葉状体を平成 30 年 3 月 8 日に採集した。 

アサリは 10 個体を15N 分析に供した（各個体 n = 3）。ノリは対照区と放流区からそれぞ

れ n = 5 ずつ測定した。 

各標本の15N は、以下の通りであった。放流区ノリ葉状体（6.7 ± 0.083‰, ± S.D.）、対照

区ノリ葉状体（7.2. ± 0.34‰）、アサリ軟体部（9.3 ± 0.022‰）。これらの値から式 2 により、

アサリの窒素排泄物の寄与率は 26.6%と求められた。 

福岡県水産海洋技術センターの報告によると（二枚貝併用ノリ養殖技術開発共同研究機

関、2018）、アサリ放流区の NH4-N は対照区よりも高い値を示し、アサリの栄養塩排泄効

果があったと思われたが、標本採集までの約 1 ヶ月間は NH4-N 減少傾向にあり、ノリ葉状

体の色調は放流区と対照区の両方で L*値が上昇した（明るくなる＝色落ち）。このことから、

アサリ排泄物による施肥効果が 26.6%あったと試算されアサリ排泄物がノリに利用されて

いたと考えられたが、溶存態無機窒素の絶対的な不足で色落ちを防ぐことはできなかった

と思われる。つまり、海域の栄養塩が完全に枯渇した状態で二枚貝排泄物の寄与率が仮に

100%になったとしても、色落ち防止効果が見込まれるとは限らない。寄与率が高いことは

二枚貝効果があることを示すが、栄養塩供給量とノリの現存量との関係は別の問題として

考えなくてはならない。二枚貝排泄物の寄与率、ノリの色調や光合成活性（課題１−２）、

養殖場海水の栄養塩濃度などを総合的に判断する必要がある。 

全国的にアサリ資源の減少が深刻な中、殻長 32 mm のアサリが 2 kg / m2 の密度で分布す

 

図 2-1-2 福岡県における複合養殖試験 
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る漁場は少ないと思われる。色落ち防止を可能にするためにはより大規模な種苗放流やノ

リ網とアサリとの距離を縮めるなどの工夫が必要だろう。 

 

（１）－２ 佐賀県におけるノリとマガキの複合養殖効果の試算 

佐賀県有明水産振興センターが行ったマ

ガキとノリの複合養殖試験より得られた標

本に関して窒素安定同位体比分析を行い、

マガキからノリへの窒素供給寄与率を試算

した。本試験では、マガキとノリを図 2-1-3

に示した３種の試験器具で培養し、比較検

討を行ったものである（詳細は、二枚貝併用

ノリ養殖技術開発共同研究機関、2018、課題

２）-②を参照）。 

閉鎖区はアクリルパイプ製のチャンバー

を鉛直方向に設置し、底面に蓋をしており

水の交換は基本的にない。半閉鎖区は蓋が

なく、カキの層を通して海水交換が行われ

る。流水区は半閉鎖区を水平に設置し、海水

交換が起こりやすい配置となっている。各

区の試験器具にノリとマガキ 6 kg を収容し

たもの（実験区：閉①、半①、流①）とノリ

とカキ殻 2.5 kg を収容したもの（対照区：

閉②、半②、流②）を準備し、平成 30 年 2

月 14 日から 2 月 21 日まで佐賀県太良町地

先のノリ養殖場で試験を行った。 

試験に用いたマガキ軟体部の15N は、9.2 ± 0.29‰であった。閉鎖区の15N は、以下の通

りであった。閉①ノリ葉状体（4.4 ± 0.30‰）、閉②ノリ葉状体（12.1 ± 0.16‰）、これらの値

から式 2 により、カキの窒素排泄物のノリの成長への寄与率は 113%と求められた。半閉鎖

区のノリの15N は、半①ノリ葉状体（5.7 ± 0.09‰）、半②ノリ葉状体（11.6 ± 0.26‰）であ

り、カキの窒素排泄物の寄与率は 93%と求められた。流水区のノリの15N は、流①ノリ葉

状体（8.5 ± 0.16‰）、流②ノリ葉状体（12.2 ± 0.16‰）であり、カキの窒素排泄物の寄与率

は 54%と求められた。閉鎖区での寄与率が 100%を越えているのは理論的にあり得ない結

果なので、本手法の精度に問題があると考えられる。本試験では反復測定がないため分散

が不明だが、本試験の条件下では±13%程度の推定誤差がある可能性がある。 

試験期間中に閉鎖区、半閉鎖区はノリ葉状体の色落ちが起きなかったが、流水区では色

落ちが起きた。これは、寄与率の傾向と一致しており、海水交換が影響していると考えら

れる。より詳しく調べる必要があるが、流水区、半閉鎖区、閉鎖区の NH4-N 濃度を比較す

ると、流水区に比べて半閉鎖区が 25 倍、閉鎖区が 100 倍程度（ばらつきが大きい）高く、

ノリへの栄養供給量が多かった。それぞれの区のマガキの NH4-N 排泄量が同等だったとす

ると、海水交換は流水区と比べて、半閉鎖区が 1/25、閉鎖区が 1/100 程度であったと推定

 

図 2-1-3 佐賀県での試験に用いたノリとマ

ガキの複合養殖装置 
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される。半閉鎖区はアクリルパイプが垂直方向に設置されているため下からの海水交換し

かないが、流水区は水平方向に潮流が流れることで常に海水交換を行っているため、半閉

鎖区よりも海水交換が特に多いと考えられた。 

以上の結果から、15N を指標にした二枚貝排泄物のノリの成長への寄与率推定法が有効

であることが確認されたと考えられるが、精度向上を検討すべきであると思われた。 

 

（１）－３ 熊本県におけるノリとマガキの複合養殖効果の試算 

熊本県水産研究センターが行ったマガキとノリ

の複合養殖試験より得られた標本に関して窒素安

定同位体比分析を行い、マガキからノリへの窒素供

給を試算した。本試験では、熊本県玉名市横島地先

において、マガキとノリを図に示した方法で

養殖した。 

ノリ養殖漁場に支柱式のノリ養殖施設を設置し、

地盤から 2 m の高さにノリ網を張り、その 50 cm 下

にカキ 54.4 kg を設置した。また、カキを設置しな

い対照区を設け、平成 30 年 2 月 5 日から 2 月 9 日

まで試験を行った（詳細は、二枚貝併用ノリ養殖技術開発共同研究機関、2018、課題２）-

③を参照） 

試験に用いたマガキ軟体部の15N は、8.5 ± 0.31‰であった。試験区のノリ葉状態の15N

は、9.5 ± 0.11‰で、対照区（9.5 ± 0.17‰）と差がみられなかった。このため、カキの窒素

排泄物のノリの成長への寄与率は 0%と計算された。 

寄与率が 0%であったことの理由として、試験期間中に黒み度の減少が観察されたことか

ら栄養塩不足であったこと、試験期間が５日間と短かったこと、開放的な環境でマガキと

ノリの間に 50cm の間隔があったために、窒素排泄物が効率的に届かなかったことなどが

考えられる。 

 

（２）硝酸態窒素及びアンモニア態窒素がノリの成長に与える影響 

硝酸態窒素を優先的に消費すると考えられている微細藻類（浮遊珪藻や底生性珪藻など）

とは異なり、ノリは硝酸態窒素よりもアンモニア態窒素を８倍程度早く取り込むという報

告がある（山本 1992）。二枚貝排泄物は主にアンモニア態窒素であることから、微細藻類と

競合関係にあるノリへの二枚貝排泄物施肥効果は効果的である可能性が考えられる。 

しかし、ノリの栄養塩利用には不明な点が多いため、平成 29 年度に実験を行ったところ、

硝酸態窒素とアンモニア態窒素が同濃度で混在する場合には、アンモニアの方がノリによ

る取り込み率が高いが、硝酸の方がノリの成長率が高く、窒素の取り込みと利用は必ずし

も一致しないことが示唆された。 

 

 

 

 

 

図 2-1-4 熊本県での試験概念図 
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今年度は、より詳しく調べるために硝酸態窒素とアンモニア態窒素の混合比を９段階に

変化させて同様な試験を行ったところ、葉状体の比成長速度に明瞭な差がみられなかった

（図）。栄養塩添加濃度を変化させた実験１と２の比較では、濃度が２倍であった実

験２での比長速度が約２倍高かった。また、実験２での黒み度の方が実験 1 より高い値を

示したが（図 2-1-6）、正常値の下限である 45（松本ら, 2014）を大きく超えることはなかっ

た。培養期間中の栄養塩濃度を測定しなかったために確かではないが、実験１と２の両方

で硝酸態窒素とアンモニア態窒素の両方が利用しつくされたために差が出なかった可能性

がある。より高濃度での実験を行い確認する必要がある。また、平成 29 年度の実験ではペ

リスタポンプを用いて連続的に栄養塩添加したのに対して、今回は２日毎の栄養塩添加を

行ったことも影響している可能性がある。栄養塩添加頻度に関してもより詳しく調べる必

要があると思われる。 
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【事業推進上の問題点】 

とくになし 

 

【成果の公表】 

渡部諭史・長谷川夏樹・石樋由香（予定）スサビノリ（Pyropia yezoensis）のアンモニア

態窒素と硝酸態窒素の取り込みと成長。平成 31 年度日本水産学会春季大会 
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１）二枚貝を用いたノリ高品質化効果の評価手法開発 

② 養殖現場でのノリの生理状態評価手法の開発 
 

実施機関・担当者名： 

水産研究・教育機構増養殖研究所 長谷川夏樹、渡部諭史、石樋由香 

三重県水産研究所 清水康弘、山田大貴、辻将治、羽生和弘、橋本篤、倉田恵吉 

 

【背景・目的】 

 クロノリ養殖現場において栄養塩の供給が十分であるか否かをノリの状態から評価する

手法として広く使われてきたものとして、色彩色査計などをもちいて計測・算出するノリ

の色調（例えば、L*値や黒み度）、クロロフィル a やフィコビリタンパク質などの光合成色

素量、窒素やリンなどの含有量などが挙げられる。とくに，フィコビリタンパク質は有機

窒素の貯蔵体という側面もあり、栄養塩レベルに応じて変化しやすい。その増減は色調に

影響を与えるため、ノリの状態を示す有効な指標とされてきた。一方で、栄養塩レベルの

変化は、このようないわゆる成分・量の変化に加え、光合成活性などの生理活性にも影響

を及ぼし、その活性値に変化が生じていることが予想される。パルス振幅変調（PAM）ク

ロロフィル蛍光測定法を用いた非破壊的現場測定による評価することによって植物の光合

成活性を瞬間的に評価する手法も開発され、研究のみならず農業などでは実際の生産現場

で農産物の効率的な生産に向け作物の診断に適用されなど応用的な利用も活発に行われて

いる。光合成の光化学系Ⅱにおいて中心的な役割を担うクロロフィル a は、光エネルギー

を受けるとそのエネルギーの一部を光化学反応に利用し電子を生ずるが、利用されないエ

ネルギーが熱や蛍光エネルギーとして放出する（図 2-1-7）。PAM の測定ではこの原理を利

用し、暗所にて QA が完全に酸化された状態の蛍光（Fo）と光合成が飽和するような強さの

パルス光をあてて蛍光（最大値、Fm）を測定し、その比から光化学系Ⅱのクロロフィル a に

おける光化学反応のエネルギー（量子）の最大収率；(Fm-Fo) / Fm = Fv / Fm を算出すること

が出来る（園池, 2009）。 

さらに、励起光（光合成が飽和しない一定強度の連続光）を照射すると QA の酸化還元と

キサントフィルサイクルによる熱放散系によるエネルギー放散系が誘導され蛍光が変化し、

定常状態になった時の蛍光（Ft）、この状態で飽和パルス光を照射し QA を完全に酸化され

た状態での蛍光値（Fm’）、および励起光を消した直後に蛍光値（Fo’）を測定できる。Fm の

測定と励起光下での測定を組み合わせると、熱放散系によるエネルギー放散「非光学消光」

の指標となる NPQ = (Fm - Fm’) / Fm’、QA がどれだけ酸化されているかの割合を示し蛍光に

よるエネルギーの放散「光学消光」の指標となる qP = (Fm’ - Ft) / (Fm’ - Fo’)を得ることが算

出することができる。また、qP を用いると一定の励起光下での実効収率φⅡ = qP・(Fm’ - FO’) 

/ Fm’ = qP・Fv’ / Fm’ = (Fm’ – Ft) / Fm’も算出される。 

これらの PAM で測定・算出される蛍光パラメーターを活用すると、光合成活性につい

て、その機能低下だけでなく、低下と原因となるプロセスについて検討が可能であるとさ

れている。 

例） φⅡの減少 → 光合成電子伝達の何らかの異常 

1. qP が減少している場合 → 光化学系Ⅱの下流に異常 
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2. Fv’ / Fm’が減少している場合 → 光化学系Ⅱ自体に異常 

      2-1. Fv / Fm が低下している場合 → 光化学系Ⅱの最大量子収率が低下 

      2-2. NPQ が上昇している場合 → 光化学系Ⅱの熱放散系の上昇 

 

本事業におけるこれまでの研究によって、PAM によって計測される光合成活性値 Fv / Fm

は、栄養塩環境によっても変化することが明らかとなった。とくに栄養塩制限下にあると

想定される葉状体の Fv / Fm は、栄養塩などを含む強化培地での短時間培養により急上昇す

ることが確認され、栄養塩添加と PAM による Fv / Fm 測定を組み合わせることで、養殖現

場におけるノリの生理状態を評価することができる可能性が示唆された（二枚貝併用ノリ

養殖技術開発共同研究機関，2018）。ただし、栄養塩制限下でも Fv / Fm の低下や栄養塩添加

への応答が確認されない事例などもあり、養殖現場への技術の適用にはさらなる検討が必

要な状況にある。 

 
 

 

【方法】 

本年度は、栄養塩添加と PAM による光合成活性の測定を組み合わせた養殖現場における

ノリの生理状態評価手法の有効性や課題を検討するため、昨年度に引き続き（１）野外養

殖試験および伊勢湾のノリ養殖漁場から摘採された葉状体の黒み度や Fv / Fm のモニタリン

グ調査を行った。また、前年度までに開発した栄養塩添加（強化）と PAM 測定を組み合わ

せたノリの生理状態評価手法の有効性や精度向上を目指して、（２）室内培養した葉状体デ

ィスクの光合成活性の連続測定試験を行った。 

 

（１）野外養殖試験および漁場調査 

熊本県水産研究センターから提供を受けたナラワスサビノリ品種「U51」の冷凍網から切

り出した 2 m×0.1 m の網を、三重県五ヶ所湾の増養殖研究所南勢庁舎の研究桟橋にフロー

トを使って常に表層に位置する浮き流し状態に設置し野外養殖試験を行った。（図 2-1-8）。

網の設置は 2018 年 12 月 19 日に行い、12 月 23 日、30 日、2019 年 1 月 2 日、7 日、10 日

に回収と測定行った。また、1 月 10 日に新たな冷凍網を設置し、1 月 17 日、21 日、25 日

および 2 月 2 日回収と測定を行った。 

一方、2018 年 12 月 20 日から 2019 年 2 月 4 日の 8 調査日に、三重県伊勢市二見町今一

色地先（伊勢地区）の浮き流し漁場（一部は支柱漁場）で摘採された葉状体の分与をうけ

測定を行った（図 2-1-8）。 

図 2-1-7 光化学系における光エネルギーの流れ 
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五ヶ所湾における野外養殖試験では、回収した葉状体 10 本を現場海水を満たした 500 ml

容器に 2 個（A と B）にそれぞれ収容し、1 時間の暗馴致を行った後、容器 A には 1 ml の

蒸留水（対照区）、容器 B には 1 ml の栄養塩強化溶液（強化区）を添加してさらに 1 時間

の暗馴致を行った後に、葉状体の中央部の Fv / Fm の測定を行なった。また、対照区の葉状

体中央部については Fv / Fm の測定終了後に Lab 色空間の測定を行った。 

一方、伊勢地区の漁場から回収した葉状体については、漁場水温を参考に 7～12°C に調

温したろ過海水（三重県沖黒潮域の表層水にイオン交換水を添加、塩分 32 に調整した海水）

を使用して野外試験の葉状体と同様に馴致・強化して測定を行った（各 30 本）。 

Fv / Fm は、クロロフィル蛍光測定器（AquaPen-PAP-P 100；PSI（株））を用いて測定し、

Lab 色空間（L*、a*および b*値）はハンディ型分光色彩・色差計（NR-12；日本電色工業

（株））を用いて測定し、定式（水産庁ら、2012）により黒み度を算出した。栄養塩強化に

は、リン酸二水素ナトリウムと硫酸アンモニウム溶液を使用し、添加後の栄養塩の濃度は、

リン酸二水素ナトリウム溶液の添加ではリン酸塩（PO4
-）濃度 5 µM、硫酸アンモニウム溶

液の添加はアンモニウム塩（NH4
+）濃度 100 µM となるよう調整した。 

五ヶ所湾での野外養殖期間中には、多項目水質計（RINKO-Profiler ASTD；JFE アドバン

テック（株））を用いて水面下 0.5 m（表層水と定義）の水温・塩分の測定と採水を行い、

採水した試水についてはオートアナライザーによる溶存無機態窒素（NO3
- + NO2

-と NH4
+）

濃度およびリン酸塩（PO4
-）濃度の測定を行った。また、三重県水研究所が実施するノリ漁

場栄養塩・プランクトン情報の水温、塩分、溶存無機態全窒素（DIN）濃度のモニタリング

データを用いて、各測定値の変動に及ぼす環境要因の検討を行った。 

 

 

（２）葉片ディスク連続測定試験 

葉片ディスクを採取するための葉状体の培養は、水温 18℃、光周期 11L：13D、光量子束

密度 60 µmol m-2 s-1、通気ありの条件で塩分 32 前後に調整したろ過海水に 1/2SWM-Ⅲ改変

培地を加えた培養液を満たした 2L 枝付き球形フラスコで行った。品種は「U51」を用い、

おおよそ 1 週間ごとに培養液の交換を行いながら単胞子から約 2 ヶ月間の培養を行った。

葉長 150 mm、葉幅 10 mm 程度に達した葉状体の中央部付近から、生検トレパン（カイイ

ンダストリー（株））を用いて直径 8 mm の葉片ディスクを切り出し、除水後に冷凍保存し

た。冷凍保存した葉片ディスクは、連続測定試験に先立ってろ過海水に硝酸ナトリウム溶

図 2-1-8 五ヶ所湾における野外養殖試験地および伊勢湾

における漁場調査のノリ摘採地区 
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液とリン酸ナトリウム溶液を加え NO3
-濃度 100 µM および PO4

-濃度 5 µM に調整した培養

液を満たした 2L 枝付き球形フラスコで上記と同様の条件下 3 日培養を行い（栄養塩制限

なし）、さらにその後に栄養塩用液無添加のろ過海水で 1～3 日間の培養し、NP 制限の葉片

ディスクとした（図 2-1-9）。 

 連続測定試験では、これらのディスクを 18℃に調温した暗条件のインキュベーターに設

置したフローセル（容積 2 ml）に入れ、ペリスタポンプで培養液を毎分 1 ml でかけ流しし

ながらクロロフィル蛍光測定器で 15 分ごとに測定を行った（図 2-1-10）。この際、連続培

養開始時の培養液は、直前までの培養で使用していた液を用い、連続測定開始から 1.5～2

時間後に、硫酸アンモニウム溶液や硝酸ナトリウム溶液、またはリン酸二水素ナトリウム

溶液を滴下し、かけ流す培養液の栄養塩強化を繰り返し行い、活性値の変化を追跡した。

蛍光の測定には使用機の NPQ1 モードを使用した（図 2-1-11）。このモードでは、暗順化状

態で Fo や Fm の測定と 60 秒間の励起光（200 µmol m-2 s-1 と推定）下での Fm や Ft の測定が

行われるため、これらから Fv / Fm、NPQ、qP やφⅡを算出した。 

 また、ろ過海水で 1 日間培養したディスクに、福岡県のノリ養殖場での二枚貝（アサリ）

併用試験で採取された海水（19②、20②、21②の表層水、二枚貝併用ノリ養殖技術開発共

同研究機関（2018））をかけ流し各海水への活性値の変化を追跡した。 

 また、同様のシステムを用いて、飽和パルス光（2,000 µmol m-2 s-1）の代わりに 20 µmol 

m-2 s-1 弱光パルスを与えながら 12 分間隔での Fo と Fp の連続測定を行った。なお、Fp はフ

ァースト Kautsky induction に相当する蛍光値と考えられる。 

 

 
 

 

 

図 2-1-9 葉片ディスクを用いた試験の概要 図 2-1-10 葉片ディスク連続測定試験装置

図 2-1-11 NPQ1 モードによる

葉片ディスク測定プロトコール

の例 
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【結果および考察】 

（１）野外養殖試験および漁場調査 

五ヶ所湾中津浜における野外養殖試験の葉状体の黒み度は、平均 40 未満で推移し、前年

度の野外試験にくらべ低調に推移したが、2 回の網張のいずれにおいても日数の経過（成

長）に伴って上昇した（図 2-1-12）。DIN 濃度は 1 月初旬までは 5 µM 前後で推移したが、

その後は 3 µM 以下で低調に推移し、PO4
-濃度も類似の推移を示した。当該地区では、黒潮

の大蛇行にともなう反流の影響より例年に比べ水温・塩分が高く、一方で栄養塩濃度も低

く推移したことから、黒み度が低調であったと推察される。栄養塩無添加の現場海水での

馴致（対照区）を行った葉状体の最大量子収率 Fv / Fm は、12 月 23 日を除いて平均 0.4～0.5

前後で推移した。NH4
+と PO4

-を添加して栄養塩強化馴致（強化区）を行った葉状体の Fv / 

Fm は、対照区のそれと類似した数値を示したが、1 月 21 日と 2 月 10 日は、強化区の平均

値が対照区の平均値 + 標準偏差を上回っており、栄養塩不足に伴う光合成活性の低下が生

じている可能性が示唆された（図 2-1-13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、伊勢湾今一色（伊勢地区）の漁場から摘採された葉状体の黒み度は、12 月から 1

月中旬まで 50 以上で良好に推移した後、1 月下旬から 2 月上旬にかけて徐々に減少した

（図 2-1-14）。このような黒み度の変化は、DIN 濃度の変化とよく連動しており、黒み度が

良好であった 1 月の DIN 濃度は 5 µM 以上と過去 4 漁期でもっとも高く推移し、その後の

黒み度低下は、植物プランクトンの増殖に伴う栄養塩の枯渇と連動したものであったと推

察された。栄養塩無添加のろ過海水での馴致（対照区）を行った葉状体の Fv / Fm の平均値

図 2-1-12 五ヶ所湾の野外養殖試験における

水温，塩分，DIN 濃度，ノリ葉状体の黒み度

及び最大量子収率 F
v
 / F

m
。黒み度と F

v
 / F

m

は葉状体の中央部を測定，シンボルとバー

は平均値と標準偏差。 

図 2-1-13 伊勢湾伊勢地区で摘採したノリ

葉状体および五ヶ所湾での野外養殖試験

において回収したノリ葉状体の現場海水

（またはろ過海水）馴致（対照区）と栄養塩

強化馴致後（強化区）の最大量子収率 F
v
 / 

F
m。

 F
v
 / F

m
は葉状体の中央部で測定，シ

ンボルとバーは平均値と標準偏差，図中

の＊は強化区の値が対照区の平均値+標

準偏差を上回った調査日を示す。 
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は、多くの調査日に 0.3 以下で推移した 2017 年度と異なり（二枚貝併用ノリ養殖技術開発

共同研究機関，2018）、0.4 以上と高く推移し、栄養塩が枯渇し黒み度が低下した 1 月下旬

以降も高い値を維持した。また、阿部ら（2018）は、栄養塩制限の培養環境下のノリ葉状

体で Fv / Fm に類すると想定される実効量子収率φⅡが低下することに加え、標本間のばら

つきが増加することを報告しているが、栄養塩枯渇前後の摘採ノリ間では Fv / Fm のばらつ

きの変化は確認されなかった。さらに、2018 年度のいずれの調査日においても、NH4
+と PO4

-

を添加して栄養塩強化馴致（強化区）を行った葉状体の Fv / F には明瞭な差は確認されな

かった（図 2-1-13）。 

 
 

さらに、伊勢地区の漁場では、昨年度までは葉状体 10 本を標本としたのに対して、本年

度は 30 本と増加させたものの、栄養塩が枯渇し黒み度の低下が進行した 1 月下旬～2 月上

旬も含め、 Fv / Fm は対照区と強化区間で平均値および標準偏差の差異も明瞭ではなかった。

五ヶ所湾での野外養殖試験では、9 回の調査うち 2 回で強化区の平均値が高かったものの

その差は限定的であり、栄養塩制限を確定することは困難であった。このため、暗馴致し

た葉状体を用いて数秒で簡易に測定できる最大量子収率 Fv / Fm と栄養塩強化馴致を用いた

ノリの生理状態の評価手法は、高濃度の栄養塩環境下で行う室内培養の葉状体での栄養塩

制限を検出する精度にとどまっていると考えられる。 

図 2-1-14 伊勢湾伊勢地区のノリ養

殖漁場における水温，DIN 濃度，摘

採されたノリ葉状体の黒み度及び最

大量子収率 F
v
 / F

m
。黒み度と F

v
 / 

F
m
は葉状体の中央部を測定，シンボ

ルとバーは平均値と標準偏差。 
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（２）葉片ディスク連続測定試験 

NO3
- 100 µM および PO4

- 5 µM の培養液で 3 日間培養し栄養塩制限にないディスクの連

続測定試験では、栄養塩添加後も含めいずれのパラメーターも安定しており、Fv / Fm は 0.4

前後、φⅡは 0.05～0.13、NPQ は 0.15～0.25、qP は 0.4～0.6 で推移した（図 2-1-15-a～c）。 

 

図 2-1-15 葉片ディスクを用いた連続培養試

験における光化学系パラメーターの時間変

化。図中の矢印は各種の栄養塩を添加した

時刻，数値は添加後の濃度（µM）を示す。 
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一方、 NP 制限下で培養を行った葉片ディスクを用いた試験の多くで、試験開始直後に、

φⅡおよび qP の上昇と NPQ の低下が確認された（図 2-1-15d～h）。また、これらの葉片デ

ィスクの試験では、NO3
- や NH4

+および PO4
-の添加に呼応して、パラメーターの変化が確

認された。特に NPQ に顕著な上昇が確認され、これは、光化学系Ⅱの熱放散系機能の上昇

があったものと解釈される。また、NO3
- や NH4

+では 10 µM 相当の添加で上昇が確認され、 

Fv / Fm の栄養塩制限の評価で上昇が確認されていた添加濃度 100 µM より低い濃度での応

答が確認された。また、Fv / Fm では確認されていなかった P O4
-の添加による応答も確認さ

れた。ただし、同じ培養条件下・培養日数のディスク間でもパラメーターの水準および変

化に差異が見られた。 

さらに、福岡県における二枚貝併用試験で採取された海水を用いた試験では、用いた 3

種類の海水のうち、地点 21②（DIN; 3.6 µM、PO4
-; 0.75 µM）の注水では NPQ が低下を続

けたのに対して、地点 19②（DIN; 11.9 µM、PO4
-; 0.64 µM）と地点 20②（DIN; 6.2 µM、PO4

-; 

0.41 µM）の注水では NPQ が上昇しており、21②にくらべ 19②や 20②で高い DIN が栄養

塩溶液の添加と同様の効果をもたらしたものと推察される（図 2-1-16）。なお、21②は沖域

の二枚貝バイオマスが豊富な地点、19②は河口に近い地点であり、本結果は河川流入の高

濃度の DIN が栄養塩制限下にあるノリに供給されると速やかにその生理活性が変化するこ

とを示唆しているだろう。 

 

クロロフィル蛍光を用いて栄養塩添加に伴って誘導されるクロロフィル蛍光の応答

（Nutrients-induced fluorescent transient; NIFT）を用いてから植物の栄養塩制限の有無を評価

する手法は、植物プランクトンや海藻、海草などで報告されている（den Haan et al., 2013 な

ど）。NIFT に伴う蛍光の変化のメカニズムとしては，栄養塩の同化に伴う ATP や NADPH

の要求量の増加によって、光合成の電子伝達が阻害され蛍光が減少することなどが想定さ

れている。しかし実際には、NIFT に伴う変化は様々であり、NO3
-の添加に伴って光合成系

図 2-1-16 葉片ディスクを用いた

連続培養試験における光化学

系パラメーターの時間変化。図

中の番号は注水した海水の採

水地点（福岡県における二枚が

併用試験）を示す。 
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ⅡとⅠの状態遷移がおこり、系Ⅱの寄与率が上昇するためクロロフィル蛍光の上昇と NPQ の

低下が起きる事例、逆に蛍光が減少し NPQ が上昇した事例も報告されている。また、NIFT

に対する反応も一時的なものから持続して定常状態に達するものなど様々なものが報告さ

れている。さらに、NIFT 反応に個体差が大きい事例、日中（明期）に採集した場合には検

出されない事例、室内培養後にのみ検出される事例、制限となっていないと想定される栄

養塩の添加への応答がみられるなど NIFT を使った植物の栄養塩制限の診断には課題も多

い（Holland et al., 2004）。 

励起光の照射条件と暗条件での測定および待機を断続的に実施した今回の連続測定では、

栄養塩制限下のノリ葉片ディスクの NPQ が試験開始から減少する傾向が確認された。一方

で、既往の植物プランクトンや海藻、海草での研究事例では（den Haan et al., 2013 など）、

連続測定中は励起光を継続的に照射し蛍光を測定し、栄養塩を添加してない状態で実施し

ており、このような手法では NPQ の減少は報告されていない。このように、本研究では既

往の手法とは測定手法が異なるため結果の解釈に留意が必要であるが、一方で栄養塩制限

にあることを評価する有意義な診断法として有効である可能性もある。ただし、NIFT に伴

うパラメーターの変化が、具体的にどのような生理活性の変化に呼応しているものなのか、

細胞状態の変化や遺伝子発現等と突き合わせた検討が養殖現場などへの適応には不可欠で

あろう。 

さらに、20 µmol m-2 s-1 弱光パルスによる Fp の連続測定では、栄養塩制限下の葉片ディス

クでは、栄養塩添加に伴って Fp が明瞭に上昇したり、栄養塩制限下で不安定であった Fp が

栄養塩の添加によって安定化する事例が確認された（図 2-1-17）。 

 

 

 

図 2-1-17 葉片ディスクを用いた弱光パルスによる連続測定試験における光化学系パラメー

ターの時間変化。図中の矢印は各種の栄養塩を添加した時刻、数値は添加後の濃度（µM）

を示す。 
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このため、栄養塩制限を高感度で診断する手法としては、これまで用いてきた Fv / Fm を

測定する代わりに、数秒で簡易測定できる Fp を利用することも有効かもしれないが、その

場合、Fp の変化の背景にどのような生理活性の変化があるかの検討も重要であろう。なお、

樹木（ポプラ）においては Fp を指標として温度ストレスを評価するアプローチの有効性も

提案されており（森, 1990）、ノリにおいても栄養塩制限以外のストレス要因への応用も検

討に値するかもしれない 
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【事業推進上の問題点】 

NIFT に伴う蛍光や光化学系パラメーターの変化が、どのような生理状態の変化に呼応し

ているものなのか、細胞状態の評価や遺伝子発現等と突き合わせた検討が養殖現場などへ

の適応には不可欠と考えられる。 
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