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第４回国際かきシンポジウム（IOS4）に参加して
研究所長

1．はじめに

高橋計介 *

共 同 開 催 の shellfish futures 2011）
、初めてアジア
を離れて南半球へと舞台を移し、オーストラリアの

まず、この紙面を借りて東日本大震災の被害に遭

タスマニア島において第 4 回国際かきシンポジウム

われた皆様にお見舞い申し上げます。三陸沿岸を主

（IOS4）が開催されました。私はかき研究所の関係者

な活動の場としてきたかき研究所にとっても、平成

として、また発表者として参加してきたので報告い

23 年（2011 年）は忘れることのできない年となりま

たします。

した。本研究所の舞根研究センターも津波による大
きな被害を受けました。研究所自体の復旧・復興は

2．タスマニア入り（開催前日）

もちろん重要な課題ですが、森理事長は早い段階か
ら三陸沿岸の牡蠣養殖業の復興に向けて取り組んで

2011 年 9 月 13 日の夜、成田空港発のシドニー便

います。私も微力ながら、お手伝いを続けていくつ

で出発しました。同乗した IOS4 の参加者には、森理

もりです。

事長ご夫妻、全国のカキを通信販売で扱う「旨い！

かき研究所の事業には、研究事業と社会貢献事業

牡蠣屋」を運営され、三陸産カキの復興にも取り組

の 2 つの大きな柱があります。そのうちの社会貢献

んでいる齋藤浩昭氏、そして東北大学大学院農学研

事業における最も大きな項目として「世界かき学会

究科から参加の伊藤直樹氏と博士課程の岡田勇希氏

（World Oyster Society, 以下 WOS と省略する）の運

がいました。14 日の朝にシドニー国際空港に到着

営」があり、当研究所の森理事長が初代の学会長に

しました。次に、国内線でタスマニアに移動するの

就任されています。2005 年 7 月に森理事長の呼びか

ですが、乗り継ぎの関係でおよそ 8 時間も空いたの

けによって東京ビッグサイトで開催された第 1 回国

で、シドニー旧市街へ行って Fish market などを見

際かきシンポジウムの際に、かき産業の発展、かき

学しました。market ではシドニーイワガキ（Sydney

研究の推進の必要性・重要性の観点から本学会の設

rock oyster）のハーフシェルを食べてみました。マ

立が決まりました。すなわち、WOS と国際かきシン

ガキとは明らかに違う味わいでした。前回の IOS3 参

ポジウム（以下 IOS と省略する）はその経緯からみ

加記（かき研究所ニュース、No. 25）の中で、日本

ても切っても切れない関係にあります。その後、IOS

人参加者が少ないことを嘆きました。その効果もあっ

は 2 年ごとに各国の持ち回りで開催されることにな

てか？今回はちょっぴり参加者が増えました。タス

りました。2007 年 11 月には中国浙江省杭州市の浙

マニアへの飛行機を待つターミナルで日本からの参

江大学において第 2 回国際かきシンポジウム（IOS2）

加者全員、すなわち渡辺オイスター研究所の渡辺社

が盛大に開催されました。そして、2009 年 11 月 2 日、

長ご夫妻、研究員の萩原智美氏、三木恵美子氏、そ

3 日の両日、中華民国台北市にある国立台湾大学 Gis

して IOS3 に続いて参加してくれた鳥取大学大学院連

コンベンションセンターを会場として第 3 回国際か

合農学研究科博士課程の飯塚祐輔氏と同じく博士課

きシンポジウム（IOS3）が開催されました。第 1 回

程で今回初参加の田中智美氏にお会いしました。人

から第 3 回までの IOS の様子は、既報のかき研究所

数は少ないのですが、研究発表は口頭、ポスターを

ニュースに掲載されていますので是非ご覧いただき

合わせて 8 題もありました。内容については後述す

たいと思います。そして 2011 年 9 月 15 日から 18 日

ることにします。シドニーからタスマニアの中心ホ

まで（ただし、17 日は WOS 主催の IOS4 ではなく、

バートへの旅程やホバートの街については、森理事

＊東北大学大学院農学研究科准教授
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長の記事（かき研究所ニュース、No. 25、「タスマニ
アへの招待状」というタイトルの記事）に詳述され
ているので、是非ご覧ください。
3．シンポジウム第 1 日目（9 月 15 日）
9 月 15 日、ホバートの中心部で港のすぐ横にある
Hobart Function and Conference Centre を会場とし
て IOS4 がはじまりました（写真 1）。最初に、IOS4

写真３

写真１

の大会委員長で Oysters Tasmania というカキ産業
界を統合する団体の Executive Officer を務める Dr.
Tom Lewis から歓迎の挨拶、続いて WOS 会長の森
理事長から開会の挨拶があり、そして Tasmania 選
出の Hon Bryan Green 大臣から祝辞をいただきま
した（写真 2、3、4）
。これらの方々の挨拶の時には

写真４

oyster industry」で Mr. Bruce Zippel と共同発表者
によって行われました。内容はタイトルの通りオー
ストラリアおよびニュージランドのカキ産業の概要
をまとめたものですが、よく整理されていて両国の
事情に疎い私にもよくわかりました。オーストラリ
アについては、シドニーイワガキは 100 年以上前か
ら養殖されていたこと、タスマニアには約 60 年前
にマガキが導入されて養殖がはじめられたこと、種
苗生産が開始したのは 1980 年代であること、タスマ
ニアを含む 4 州でカキの生産が行われているが、マ
ガキはタスマニアとサウスオーストラリア（SA）州
が、シドニーイワガキはシドニーのあるニューサウ
スウェールズ（NSW）州での生産が多いことなどが

写真２

TV カメラが 3 台も入って撮影をしていました。
本シンポジウムは Key note lecture（基調講演）
と一般講演から構成されます。第 1 日目は基調講演
が 3 題、一般講演が 6 題行われました。まず、基調
講演から簡単に内容をまとめたいと思います。
最初の基調講演は「The Australian and New Zealand

紹介されました。年間の生産量は全体で 14,800 トン
余とあまり多くありませんが、生産額は 9,900 万 AU
ドル以上と量に比して多いと思いました。つまり、
単価が高いということです。ハーフシェル中心の売
り方が功を奏しているようです。このほか、養殖場
について紹介されました。浅くて波の穏やかなラグー
ンを中心に養殖場が作られています。日本のような
垂下式ではなく、短い杭を等間隔でたくさん打ち込

3

Oyster Research Institute News No.27

んで支柱とし、これを 2 列作ることで細長くて低い

の話でした。以前は倍数化のために薬品で受精卵を

橋桁を作ります。そこに長いロープ（ワイヤー）を張っ

処理していたのですが、現在の交配方式はより効率

てカキを収容したカゴ（色々な形があり、カキの大

的に 3 倍体個体を得られるとのことでした。また、3

きさや場所で使い分けている）を並べて行く方式で

倍体化することによって成長や生残の点で大きなメ

す。スライドでみたニュージランドの養殖場も同様

リットがあり、10 カ国程度で導入されているとのこ

の方式でした。この日の午後、実際の養殖場を見学し、

とでした。実際、タスマニアでも 3 倍体マガキを生

写真を撮りました（写真 5、6）。

産していて、私もご馳走になりました。ただ、日本
ではどうでしょうか。
3 つめの基調講演者は中国海洋大学の Dr. Qi Li で、
話題は「中国におけるマガキの種苗生産と遺伝的な
問題」の紹介でした。中国は約 350 万トンのマガキ
を生産する世界一のカキ生産国です。日本とは異な
り大規模な人工採苗を行い、北から南まで広い海域
を利用して大量生産を行っているのですが、近年し
ばしば大量斃死が起こっているとのことです。その
写真５

原因として環境の悪化とともに遺伝的な要因が考え
られ、病気に強い品種の作出など育種に取り組む必
要性もあって遺伝的解析が国家的なプロジェクトと
して実施されている様子が紹介されました。
第 1 日 目 の 一 般 講 演 は 6 題 あ り ま し た。 簡単に
紹 介 し ま す。 最 初 の 講 演 は タ ス マ ニ ア 大 学 の Ms.
Penny Miller で、3 倍体マガキを安定的に生産する
ために有効な遺伝的多様性の解析についてでした。
先の Dr. Allen の話でも触れたように、現在オースト

写真６

り、特にマガキは増加する傾向にあります。しかし、

2 つめの基調講演者はアメリカの Dr. Stan Allen で

生産に用いるマガキの遺伝的な特性が未だに不明で

した。Dr. Allen は世界で最初にカキ類の 3 倍体作出

あるため、世界の主なマガキ産地からサンプルを集

に成功した研究者です。今回の講演も 3 倍体に関す

めて遺伝的多様性を解析したという話でした。解析

るものでした。カキの 3 倍体作出は日本でも一時期

対象には日本のカキも含まれていました。

盛んに研究されました。作出技術はほぼ完成し、現
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ラリアで生産されるカキ類の 30% 近くが 3 倍体であ

2 つめは台湾水産試験所の Ms. Sheng-Tai Hsiao で、

場への応用も考えられたのですが、3 倍体化で最も期

前回の IOS3 でも台湾のポルトガルガキの分布と多様

待された不稔性（卵や精子を作らないこと。その分

性について DNA バーコードを用いて調査した結果

のエネルギーを成長に振り向けることができる）が

を発表されました。今回の発表も継続的な研究で分

完全ではなく、特に雄は受精可能な精子を形成する

布を決める要因の 1 つである潮の流れと遺伝的多様

ことから、現在は広島県の一部海域など場所を限っ

性の関係を調べたものでした。今回の研究で用いた

て導入されています。今回の Dr.Allen の話は、現在

DNA マーカーでははっきりした結果は得られず、新

世界的に導入されつつある 2 倍体と 4 倍体（自然に

しいマーカーの開発が課題とのことでした。

も少しいるが、ほとんどは染色体操作によって作出

3 つ め は オ ー ス ト ラ リ ア Queensland 大 学 の Mr.

する）の交配により自然に近い形で作られる 3 倍体

Timothy Green の発表でした。シドニーイワガキに
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深刻な被害をもたらす QX 病という原虫性疾病があ

見学とそれに続いてカキ剥き作業場で行われた歓迎

り、抜本的な対策がなく問題となっています。この

BBQ に参加しました。最初の基調講演の解説で触れ

発表は、選抜育種によって QX 耐性を持つ品種の作

たように、養殖場は海岸近くのごく浅い海域に設置

出を目指すにあたり、どんな遺伝子が耐性の強いグ

されていました。作業船をトレーラーの後部に取り

ループで多く発現しているのかを解析したものでし

付けられるようにして、海で収穫したカキを船に載

た。

せたまま作業場まで運搬できるようにしていたり（写

4 つめはマレーシアの Dr. Aileen Tan Shau-Hwai

真 8、9、10、11）
、カキの洗浄機と選別機を組み合わ

の発表でした。マレーシアにおけるカキ養殖の現状
を中心に、ASEAN 諸国のカキ養殖について紹介し
てくれました。
5 つめは日本の渡辺

貢氏の発表でした（写真 7）
。

写真８

写真７

渡辺氏はカキ肉エキスを生産する渡辺オイスター研
究所の社長であるとともに、有効成分の分析を通し
て従来からいわれている有効性に加えて、カキ肉エ
キスの新たな効果を数多く見いだしている研究者で
す。今回の発表はヒトの老化を促進する活性酸素を
取り除く新しい抗酸化成分の話でした。よく知られ
る抗酸化成分の SOD という酵素とは異なり、抗酸化

写真９

活性の非常に高い分子をカキの抽出成分から取り出
すことに成功したとのことでした。
6 つめは NSW にある国立研究所の Mr. Stephen O'Connor
によるアンガシオイスター（Ostrea angasi ）の種苗
生産に関する報告でした。アンガシは NSW 州やタ
スマニアなどオーストラリア南東岸の固有種でフラ
ンスガキとして有名なヨーロッパヒラガキと同じ属
のカキです。ワインによく合うという人もいて一部
の人気はありますが、本格的な生産は行われていま
せん。今回の発表は、アンガシ種苗生産のための餌
料の質や温度条件を検討したものでした。
初日の発表は 16 時前に終了し、カキ養殖施設の

写真 10

せた装置があったりと日本とは養殖方法もカキの処
理の仕方も大きく異なっていました（写真 12、13）
。
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可能な fund の話がありました。Commercialisation
Australia とは起業や既存の産業を改革して新しい産
業の創出を行うような企業・団体を財政的に支援す
るオーストラリアの政府系の機関です。わずか 2 日
の滞在ですが、オーストラリアのカキ産業界が古い
体質を革新しようとする方向にあることは明らかに
感じていました。そのことを後押しする体制が整い
つつあるようです。
写真 11

この日の最初の基調講演は、オーストラリア動物
衛生研究所の Dr. Angus Cameron で「カキヘルペ
スウイルス（OsHv1）
」に関するものでした。OsHv1
については、森理事長が WOS の HP において発生の
経緯や感染の拡大について解説しています。現時点
で OsHv1 は、マガキにとって最も恐ろしい病原体と
いえます。Dr. Cameron の講演でも示されましたが、
カキ類の感染するヘルペスウイルスは以前から存在
していました。しかし、2008 年の夏、フランスにお
いて若齢貝を中心に大量斃死が発生しました。大量

写真 12

斃死はフランス国内で広く発生し、大きな損害を与
えたのですが、この原因が OsHv1 でした。OsHv1
は元々のウイルスが変異を起こしてマガキに対して
特異的に強い病原性を発現するようになったもので
す。この株を OsHv1 µVar と呼びます。2010 年まで
にヨーロッパに広く伝播し、各地で大量斃死を引き
起こしました。南半球では、2010 年 11 月にニュー
ジランドで、そしてほぼ同時期にオーストラリアの
NSW 州で斃死したカキから OsHv1 µVar が検出さ
れて大きな問題となっています。Dr. Cameron は発

写真 13

生の経過を説明した後、感染を広げないための当面
の方策として free country、free area を幾つか作り

BBQ では生ガキ中心にたくさんのカキをいただきま

親貝や種苗をその場所で保持すること（zoning）が

した。カキはおいしかったし、養殖場はとても面白

重要だと述べていました。幸いなことに日本ではま

かったのですが、春まだ浅い時期であり、海の上は

だ µVar の検出例はありません。しかし、一度侵入

大変な寒さでした。

したらマガキへの感染を防ぐことは容易ではありま
せん。関係者の問題意識の向上が望まれます。

4．シンポジウム第 2 日目（9 月 16 日）

2 つめの基調講演は、Mr. Lester Marshall の販売
促進の戦略、マーケティングの話でした。パワーポ

6

この日は基調講演 2 題と一般講演 14 題が行われま

ンイトがなく（聞き取りだけだと全てを理解するの

し た。 講 演 に 先 立 ち、Commercialisation Australia

は厳しいです）、分からないところもあったのです

の Mr. Doron Ben-Meir からカキ産業を支援するも

が、具体的な販促グッズとしてポストカード、ステッ

かき研究所 ニュース No.27

カー、そしてパーカーが挙げられていました。
一般講演はバラエティに富んだ内容でした。前半
は感染症や環境変化によって生じるリスクマネージ
メントのセッションでした。最初の講演は Dr. Paul
Hick による NSW 州における OsHv1 の発生事例の紹
介と系統によって感染性が変わるかを調べた研究が
報告されました。
2 つめは Macquarie 大学の Dr. David Raftos によ
る QX 病耐性品種の特性に関する発表でした。Dr.

写真 14

Raftos はシドニーイワガキの生体防御に関する研究
で著名な人で、IOS3 では基調講演を行ってくれまし

AMPK というタンパク質リン酸化酵素がエナジーセ

た。前日の発表にもありましたが、QX 病はシドニー

ンサーとして形成過程に関与していることを示しま

イワガキにとって深刻な感染症です。NSW 州では

した。

QX 病耐性系統の確立が進んでいて通常のシドニー

8 つめは Dr. Vengatesen Thiyagarajan による海洋

イワガキと何が異なるのか、タンパクの比較を行っ

酸性化がマガキ幼生に与える影響についての発表で

た研究でした。

した。近年、海水の酸性化が急速に進行しているこ

3 つめは Ms. Emma Thompson によるシドニーイ

とはよく知られています。カキなど二枚貝の貝殻は

ワガキに対する重金属汚染の影響を調べた研究でし

アラゴナイトという炭酸カルシウムの結晶ですから、

た。この発表でもタンパクの発現量や種類の違いを

酸性条件では溶けてしまいます。殻が薄くて弱い幼

比較するプロテオミクスの手法が採用されていまし

生の時期は特に大きな影響を受けると考えられます。

た。

9 つめの発表からはマーケティングやハンドリ

4 つめはタスマニアにある国立 Mt Pleasant 研究所

ングに関する新しい技術や考え方の導入に関する

の Dr. Graeme Knowles によるマガキに対する環境

セッションで、なかなか興味深い内容でした。ま

ストレスの影響に関する発表でした。この研究では

ず CSIRO（The Commonwealth Scientific and

例年 2 月にみられる集中豪雨によって雨水がマガキ

Industrial Research Organisation）

養殖場に大量に流入し、塩分濃度の急激な変化が起

Cochet の発表で、カキの味や風味を評価する官能試

こることで発生する大量斃死の事例を取り上げ、雨

験の話題でした。テクスチャー、味、匂いなどの項

水に曝されたマガキの組織で見られる変化を調べた

目を設けて評価するものです。手法は古典的ですが、

ものでした。

細部に工夫を凝らした内容でした。

5 つめ、6 つめは日本の東北大学大学院農学研究科

の Ms. Maeva

次は Mr. Anthony Woollams によるタスマニアワ

からの発表でした。まず大学院生の岡田勇希氏は、

インの販売戦略の発表でした。タスマニアは日本に

マガキの生体防御で重要な溶菌酵素のリゾチームに

も知られるワインの産地だそうです。

ついて外套膜での活性を調べた発表を行いました（写

11 番目の発表は食品安全局の Ms. Felicity Brake

真 14）
。外套膜には特性の異なる 2 種類のリゾチー

によるノロウイルス胃腸炎に関する発表でした。オー

ムが存在し、お互いに機能補完をしながら様々な細

ストラリアではノロウイルス胃腸炎の発生は少なく、

菌感染に対応しているという内容でした。次の伊藤

カキを原因とするものは 10 年間で 10 件だけとのこ

直樹氏は西日本を中心に発生しているマガキの異常

とでした。

卵塊と呼ばれる原虫性疾病について発表しました。

12 番目は Dr. Ana Rubio による自動選別機を用い

7 つめはフランス・IFREMER の Mr. Eric Guevelou

たカキのグレード分けの話でした。前日に見学した

によるマガキの配偶子形成に対する制御機構の話で、

養殖場で自動選別機をみましたが、類似の器械を用
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いてグレード分けを行う時の評価のポイントについ
て示されました。
13 番目は Dr. Malcolm Brown による近赤外分光法
（NIRS）を利用したカキ成分の迅速測定についての
発表でした。NIRS は組織そのままで成分を取り出す
ことなしに測定できるので、食品にも使いやすく迅
速に測定できます。日本では脳の活動を計測するこ
とがよく知られていますが、カキにも応用されてい
るのは初めて知りました。問題は高コストと何を対

写真 16

象とするかをもっと詰める必要のあることです。
一般講演の最後は、次回 IOS5 の開催国であるベト

精子運動能の改善がカキ肉エキスの摂取によって認

ナムの Dr. Le Xan によるベトナムのカキ養殖の紹介

められたことを報告しました。現代病の 1 つに精力

でした。ベトナムは貝類養殖のポテンシャルはかな

の減退があり、一方古くからカキは精力増強効果が

り高く
（Hard clam は年間 19 万トンを生産している）
、

あるといわれていますが、具体的な成果を示したこ

これからカキ養殖は大きく伸びることが十分理解で

とは大きな意味があると感じました。

きました。

鳥取大学大学院の飯塚祐輔氏の発表は、日本にお
ける天然マガキの遺伝的多様性を検証したものでし
た。私も長年カキを研究しているので、地域によっ

5．ポスター発表について

てカキの型が異なることは経験的に感じています。
IOS4 では口頭発表とともにポスター発表も行われ
ました。全部で 30 のポスターが発表され（写真 15、

飯塚氏は日本の 23 カ所から多くのカキを集めて遺伝
的に解析しました。

16）
、日本からも 5 つの発表がありました。私が出し

同じく鳥取大学大学院の田中智美氏の発表は、有

た 1 枚以外は若手研究者によるもので、レベルの高

明海におけるスミノエガキの遺伝的多様性に関する

いポスターでした。

ものでした。スミノエガキはかつて瀬戸内海と有明
海を中心に数多く存在していた種類ですが、最大の
生息地だった諌早湾が閉め切られて以降、急速に個
体数が減少して準絶滅危惧種となっています。田中
氏は佐賀県鹿島川の河口付近で 4 年間にわたってス
ミノエガキの採取を継続して行い、遺伝子を解析し
ました。その結果、わずか 4 年間で遺伝的多様性が
大幅に減少していることを明らかにしました。大変
意味のある研究だと感じました。
写真 15

ター賞が授与されました。大会役員と基調講演者に

渡辺オイスター研究所の萩原智美氏の発表は、カ

よる審査の結果、鳥取大学大学院の飯塚祐輔氏が銅

キ肉エキスのヒトの精神面に対する効果を検証した

メダル（3 位）に輝きました。飯塚氏は前回に続い

ものでした。最近注目されているカキ肉エキスのス

ての受賞でした。私も審査に関わりましたので詳細

トレス軽減効果、安眠促進効果（睡眠の質の改善）

はいえませんが、他の 3 名の方の発表も高く評価さ

についてよくわかる内容でした。

れたことを申し添えます。

同じく渡辺オイスター研究所の三木恵美子氏は、

8
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6．おわりに

して下さったタスマニアの事務局の皆様に厚く御礼
申し上げます。

共同開催の shellfish futures 2011（これも面白い

研究発表の内容については、前回よりも明らかに

内容でした）が終了した 17 日の夜に Farewell party

高くなったと思います。発表数も多くなりました。

が開かれました（写真 17、18）。なかなか豪華なディ

日本からの参加はまだまだ淋しい状況です。本シン
ポジウムはカキやカキ産業を統合的に取り上げるも
のですから、内容は多種様々でレベルも様々です。
私はそれで良いのだと思っています。言い方を変え
れば、カキに関わりがあればどなたでも参加できる
シンポジウムなのです。この原稿を読んで下さる皆
さん、是非 IOS5 にご参加ください。

写真 17

写真 18

ナーでカキもふんだんに出されました（写真 19：飯
塚祐輔氏より提供。ただしこの日のカキは初日のも
のと比べて味が落ちました。やはり鮮度でしょうか？
それとも場所？）。shellfish futures 後の晩餐会で恒
例となっているオークションが開催され、大いに盛
り上がりました。大変有意義なシンポジウムを主催

写真 19
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第 4 回国際かきシンポジウム（IOS4）に参加して
東北大学大学院農学研究科

岡田勇希

こ の 度、 私 は 2011 年 9 月 に オ ー ス ト ラ リ ア

浅瀬に整然と並べられた養殖用の小さなカゴと、中

th

の タ ス マ ニ ア 州 ホ バ ー ト で 開 催 さ れ た「The 4

から取り出された小振りで綺麗なカキ、それをその

International Oyster Symposium： 第 4 回 国 際 か き

場で剥いて食べていた方々が印象的で、日本とオー

シンポジウム」に参加させて頂きました。海外に出

ストラリアでのカキという食材に対する好みの違い、

ること自体が初めてであり、道中の移動から現地で

文化の違いが改めて感じられました。BBQ では、カ

の学会・観光まで、何もかも新鮮な体験をさせて頂

キとビールと料理を楽しみつつ、シンポジウムに参

きました。

加された方々と交流を深め、こちらも大変楽しい時

自分の国際経験のなさ・英語力不足から、緊張し

間となりました。吹き抜けの倉庫で冷たいビールと

て臨んだシンポジウムでしたが、始まってみると良

いうのは少々きついものがありましたが、美味しい

い意味で予想が外れ非常な気楽な雰囲気の中で進み、

ビールと料理でそのうち気にならなくなり、他の方々

とても安心できました。今回のシンポジウムで発表

と色々話しながらついつい飲み過ぎてしまいました。

さ せ て 頂 い た「Multiple mantle lysozymes in the

後で翌日発表が控えていることを思い出し青くなっ

Pacific oyster serve important role for host-defense

たり焦ったりしましたが、先述したとおり発表は問

under broader environmental conditions」は、グラ

題なくこなせましたし、この学会の良い思い出とな

ム陽性菌に対して溶菌作用を示すタンパク質である

りました。

リゾチームに注目し、マガキ外套膜抽出液のリゾチー

最後になりましたが、シンポジウムで発表の機会

ム活性の特性の測定から複数のリゾチーム分子が外

を与えてくださり、発表内容の指導をしてくださっ

套膜に存在することを確認し、合成したリコンビナ

た高橋計介准教授、伊藤直樹助教、そして本シンポ

ントリゾチームタンパクの特性解析から、特性の異

ジウムの主催者並びに関係者の皆様にこの場を借り

なるリゾチーム分子がそれぞれ相互に補い合い細菌

て厚く御礼を申し上げます。

に対して防御機能を発揮していると考えられること
を明らかにしたものです。発表時は流石にまた緊張
をしましたが、何とか失敗をすることなく話すこと
が出来たと思います。発表直後には質問はありませ
んでしたが、終わった後の休憩時間に海外の先生方
から幾つか質問をされ、研究について話す機会を得
られました。むしろこの時の方が発表時より緊張し
たのですが、慣れない英会話に悪戦苦闘しながらも
意見交換から世間話まで色々と興味深い話を聞くこ
とができ、非常に有意義な時間となりました。
シンポジウムの発表の他に印象的だったのは、や
はり初日の Tas Prime Oysters 主催のカキ養殖場ツ
アーとその後の BBQ でしょうか。非常に寒い中、ト
ラクターで乗った船ごと水辺へ連れていかれ、その
まま養殖現場まで直行したのはまるで予想外でした。
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The 4th International Oyster Symposium（IOS4）
に参加して
鳥取大学大学院連合農学研究科

博士後期課程 1 年

田中智美

私は、研究室の先輩である飯塚祐輔氏と共に The

学の John Wright 君と友人になり、シンポジウム開

「Genetic
4 International Oyster Symposium に参加し、

催中に交友を深めました（写真 2）
。また、
参加者パー

th

Diversity of Suminoe Oyster in Ariake Sea, Japan」と
題して、日本では有明海のみで現存が確認されてい
るスミノエガキの遺伝的多様性の経年変動をポス
ター発表させていただきました。ポスター発表はブ
レイク時やランチ時にセッションタイムが設けられ、
終始和気藹々とした雰囲気の中、世界かき学会会長
の森勝義先生（写真 1）をはじめ、Sheng-Tai Hsiao
先生（台湾行政院農業委員會水産試驗所）や Qi Li 先
生（中国海洋大学）など多くの先生方から貴重なア

写真 2

ドバイスを賜りました。英語でのコミュニケーショ
ンがうまくいかず自身の英語力不足を痛感しつつも、

ティーではグランドオークションが催され、競売人

台湾では本種の生産に注目していることや中国では

のスピード感あふれる進行はこれまでにない体験で

本種は貝殻形態から 7 種類に分けられて値段も異な

した。さらに、パーティーではポスター賞の授賞式

ることなど興味深いお話を伺い、日本ではほとんど

があり、飯塚氏が銅賞を受賞し、2 大会連続のポス
ター賞受賞を後輩として誇らしく思いました。また、
John 君も金賞を受賞し、先輩と友人の受賞に発奮し
て私もより一層研究に励み、2 年後にベトナムで開催
予 定 の The 5th International Oyster Symposium で
は必ずや受賞すると心に誓いました。
私にとっては 2009 年 8 月にオーストラリアのブ
リ ス ベ ン で 開 催 さ れ た 10th International Congress
of Ecology に続き 2 度目の国際学会と訪豪でしたが、

写真１

シンポジウムのアットホームな雰囲気の中での発表
やイベントを通して、多くの研究者や参加者が声を

知られていない本種が近隣諸国では重要な水産資源

かけて下さったことで有意義な時間を過ごせ、とて

として利活用されていることを実感しました。本シ

も思い出に残る学会となりました。最後になりまし

ンポジウムを通して得られた数々の貴重な経験は、

たが、シンポジウムでの発表の機会を与えてくださ

私にとって大変有意義なものであるとともに、研究

いました島根大学汽水域研究センター教授の荒西太

に対する意識が高まりました。

士先生、本研究の共同研究者である飯塚氏、本研究

シンポジウムでは発表以外にも、初日にはカキ養

の推進やポスターの作成にあたり協力や助言をして

殖場見学ツアーとバーベキュー、最終日には参加者

くださいました同センター研究員の横尾俊博博士、

パーティーが開催されました。カキ養殖場見学ツアー

本シンポジウム主催者ならびに関係者の皆様方にこ

では、同じ船に乗り合わせたウェスタンシドニー大

の場を借りて厚く御礼申し上げます。
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ベトナム北部を再訪して
―IOS5 開催協議とカキ養殖場視察―
理事長
はじめに

森

勝義

実は、彼女は 2011 年 9 月中旬タスマニアで開催
の IOS4 に参加する予定であったが、急用で不参加と

筆者がベトナムを初めて訪問したのは 2010 年 5 月

なり、その代理として Dr. Pham Anh Tuan（Deputy

のことであったが、これは中部のニャチャン（Nha

Director General, Fisheries Directorate, MARD）が

Trang）にある国立第 3 水産養殖研究所（RIA3）の

Dr. Le Xan（Deputy Director General, RIA1, MARD）,

当時の所長、Dr. Nguyen Thi Xuan Thu の招待によ

Mr. Chau（前出） および Mr. Phung Bay（Researcher,

るものであった（かき研究所ニュース No.26）。した

RIA3, MARD）を 伴 っ て 参 加 し た。 こ の う ち、Mr.

がって、主な視察対象は RIA3 とその関連の海産魚

Chau を除く 3 名が IOS4 の前夜に開催された WOS

類養殖研究開発センターやカキ養殖試験施設であっ

運営委員会に出席し、Dr. Tuan が MARD を代表し

たが、その帰途 Dr. Thu の案内でハノイにあるベト

て 2013 年の IOS5 をベトナムで開催する意思を表明

ナム政府の Ministry of Agriculture and Rural

し、これを受けて出された会長提案が満場一致で了

Development（MARD）を訪問し、国際協力局の副

承された。今回ハノイで開かれた筆者と Thu 女史と

局長である Mr. Nguyen Viet Manh と会談した。そ

の IOS5 開催協議は、この結果に基づくものである。

の際、彼らの特別の計らいで国立第 1 水産養殖研究

本協議は Mr. Chau 他 3 名の同席の下、Thu 副大

所（RIA1） の The National Broodstock Center for

臣室で午後 2 時から約 50 分間行われ（写真 1）
、筆者

Mariculture in Northern Vietnam を訪問できること

が持参した配布メモ“Items to be confirmed during

になり、何とか 1 泊 2 日の Cat Ba 島行きが実現した
が、それ以上は日程に余裕がなく、残念ながら本命
の Bai Tu Long 湾までは行けなかった。
今回の出張期間は 2011 年 11 月 22 日（火）から 29
日（火）であり、主な目的は、１）2013 年にベトナ
ムで開催予定の第 5 回国際かきシンポジウム（IOS5）
についてベトナム政府当局と協議すること、２）前
年の初訪問時に果たせなかった Bai Tu Long 湾のカ
キ養殖場を視察することである。
IOS5 開催協議

写真 1： 右端より Mr. Chau、Dr. Thu、筆者および Ms. Nhung

WOS President’s visit to Vietnam in November,
11 月 24 日午後、ハノイの宿泊先（Hotel Nikko）
に政府公用車で迎えに来てくれた Mr. To Viet Chau

2011”に沿って協議を進めた。参考までにその資料
を以下に記す。

（Deputy Director General, International Cooperation
Department, MARD）とともに、MARD へ向かう。

Items to be confirmed during WOS President’
s

面会相手は、Vice Minister の Thu 女史である。2010

visit to Vietnam in November, 2011

年 5 月、私をニャチャンに招待してくれた RIA3 の
所長その人である。
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1）The 5th International Oyster Symposium（IOS5）
will be held in

, Vietnam, in

, 2013.

メモの 1）については、後述する Wayne からの提
案を考慮して、開催地をホーチミン市に決定した。
時期については、一応 7 月―9 月（後述の理由から
12 月の第 1 週に変更される可能性が大きい）とした。

2）The Organizing Committee will be set up for

2）と 3）については、ベトナム側の Dr. Thu と Dr.

preparing and fulfilling IOS5.

Tuan、さらにオーストラリアの WOS 運営委員であ
る Dr. Wayne O’Connor と WOS 会長の筆者を加え

3）The Chairmen of the Organizing Committee are
scheduled to be

た 4 人で組織委員会を構成し、Dr. Thu を委員長と
することで合意した。最近、ベトナムのカキ養殖の

,
who will be nominated as the Steering Committee
Members of the World Oyster Society（WOS）
.
4）The Organizing Committee should fix the date,
venue, theme and objectives of the symposium at
least 12 months ago its opening.
5） The person（s）in charge of publishing the
Proceedings should belong to the Organizing
Committee. If necessary, WOS can advise how to
publish it.
6）The Organizing Committee is requested to set
up the Post-Symposium Tours.
7）All the expenses necessary for preparing and
fulfilling IOS5 and for publishing the Proceedings
should be covered with the registration fees and
funds which are collected by the Organizing

研究・開発に対してオーストラリア政府の支援が続
いており、
その中心人物の１人が Wayne である。従っ
て、彼はベトナム政府の要人とも太いパイプがある。
そこで、彼には組織委員会メンバーとして WOS と
のいろいろな調整の役割とともに、5）の仕事を担っ
てもらうことにした。その他の項目についても順調
に協議が進み、メモ通りで合意した。
ところで、2010 年５月 13 日、ハノイの MARD に
おける 3 者会談（Manh, Thu, 筆者）では、
「ベトナ
ム政府は 2013 年開催予定の IOS5 をハノイ市内ある
いはハロン湾に招致したいと考えていること。この
要請を受け、WOS 会長は来年タスマニアで開催され
る WOS 運営委員会にこの件を諮る」ということに
なっていた（かき研究所ニュース No.26）。それがな
ぜホーチミン市に変更されたのかについて、その経
緯を以下に記しておきたい。
実は、この 3 者会談から 1 年後の 5 月末に Wayne
から次のような情報提供と提案があった。それは
「The World Aquaculture Society（世界水産養殖学
会）の The Asian Pacific Chapter（アジア・太平洋

Committee.

部会）
（ 以 下、APC-WAS と 略 す ） も IOS5 と 同 じ

8） The Organizing Committee has to promote

ので、両者の合同開催を考えてみてはどうか？」と

2013 年にベトナムで会議を開くことを計画中である

an increase in the WOS membership particularly

いうものであった。彼は最近インドの Kochi で合同

in Vietnam before the start of registration for

開催された Giant Prawn Symposium を例に挙げ、実

participating in IOS5, because only 19 Vietnamese

現した場合のメリットについて強調していた。ただ

as of September, 2011 have joined WOS.

し、
「APC-WAS ではホーチミン市内での開催を考え
ているが、この件について WOS としての都合を知

9）It is advisable that the First Announcement

らせて欲しい」とのことであった。確かに前述の 3

should be opened to the WOS homepage at least 10

者会談では IOS5 開催場所はハノイ市内あるいはハロ

months ago the symposium.

ン湾ということで合意されていたが、APC-WAS と
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の合同開催のメリットの大きさを考えれば、ホーチ

RIA1 幹部との会食

ミンへの変更は許容できると筆者は判断した。そこ
で、
「お申し越しの合同開催案に全面的に同意するの

既述の IOS5 開催協議に先立つ 11 月 23 日の夕方、

で、是非その可能性を探って欲しい」と直ちに返信

Hotel Nikko の目の前にあるサーカス場のレストラン

した。

で我々夫婦は次の人達と会食した。皆お互いに気心

その後、しばらくの間、この件については Wayne

の知れた間柄である。ハノイ近郊の Bac Ninh 省に

と情報交換をすることはなかったが、今回のベトナ

ある国立第１水産養殖研究所（RIA1）の所長である

ム再訪の直前に、
「ハノイの MARD の幹部と協議す

Dr. Le Thanh Luu（2012 年早々に定年退官の予定）
、

る場合に必要となるから、2013 年ベトナムにおける

副所長の Dr. Tran Dinh Luan
（まだ 40 歳前で若いが、

APC-WAS の開催場所・時期に関する情報を知らせ

次期所長の呼び声が高い）、研究員の Mr. Nguyen

て欲しい」と筆者は Wayne へ問い合わせた。それに

Duc Tam（2010 年 5 月、Cat Ba 島へ同行、それ以

対して、
「先週、WAS の Board Meeting があり、そ

来我々夫婦はベトナムの息子と呼んでいる）と Mr.

こでは WOS との合同開催案が強く支持された。現

Le Viet Dung（今回、
Bai Tu Long 湾へ同行）である。

時点ではホーチミン市での開催が有力であるが、12

今回のベトナム訪問については、この日の夕食の接

月上旬に WAS の大会組織グループがベトナムを訪

待のみならず、翌々日からのカキ養殖場視察の段取

問し、MARD などの関係機関と開催地や日時につい

りに至るまで、Luan には何かとお世話になった。後

て詳細な協議をすることになっているので、情報が

で聞いたところによると、研究所に 2 台しかない運

入り次第、直ちに知らせる」との返事があった。ち

転手付の公用車（４輪駆動の SUV）を特別に手配し

な み に、11 月 24 日 の MARD で の 協 議 で 筆 者 か ら

てくれたのも Luan であったという。彼はノルウェー

聞くまで、Thu 女史は 2013 年の APC-WAS のベト

に留学し、そこで博士号を取得したエリートである。

ナム開催について全く情報を得ていなかったようで

こ の 席 で、 筆 者 は ま ず APA2013 と IOS5 と の 共

あった。そこで、筆者から IOS5 との合同開催の可能

同開催の可能性があることを話題にしたところ、所

性とその場合の我々が受けるメリットについて説明

長の Luu は「その件については最近ハノイにある

したことは言うまでもない。

Asian Institute of Technology Center in Vietnam の

そ し て、12 月 中 旬、Wayne か ら Asian-Pacific

学長である Dr. Amrit Bart から直接相談を受けて

Aquaculture 2013（以後 APA2013 と略称）について

知っており、自分としては大いに賛成だ」とのこと

次のような喜ばしい情報が入った。

であった。酔うにつれて所長は１人でよくしゃべっ

1）APA2013 は、2013 年 12 月 の 第 1 週、 ホ ー

た。おかげで翌日の MARD での IOS ５開催協議に

チ ミ ン 市 の 7 区 に あ る Saigon Exhibition and

役立つ多くの重要な情報を得ることができた。例え

Conference Center で開催される予定（ただし、

ば、2007 年 8 月にハノイのメリアホテルで開かれた

決定にはベトナムの首相による最終確認が必要）
。

APA2007 において、彼はその大会運営委員会の共

th

2）APA2013 は、WAS conference、5 International

同委員長を務めたこと、講演などの会議とトレード

Oyster Symposium （IOS5）、pre-conference

ショーを合わせて延べ 1,100 名以上の参加者があり、

symposium、post conference education event の

そのうちベトナム国内からの参加者が約 30％を占め、

ほか、種々の pre and post conference tours から

残りは世界中の 40 ヶ国からであったことなどであ

なる。特に IOS5 参加者でベトナム北部のカキ養

る。そして、APA を再びベトナムで開くなら、その

殖場の視察を希望する場合、現在ではサイゴン・

開催地はホーチミン市が良いだろうとの意見であっ

ハイホン間で直航の旅客機が利用できる。

た。
Luu によれば、ベトナムのカキ養殖研究の先駆者
は自分であり、20 年程前から関わってきたという。

14
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現在オーストラリア政府と共同で実施中のカキ養殖

猛スピードの追い越し運転を繰り返して相当に先を

開発事業も自分が最も深く関わっているそうであ

急いだけれども、Van Don 島のホテルに着いた時に

る。なお、彼はロシア留学組で、ロシア語の水産関

は既に午後 4 時を回っていた。ホテル探しに手間取っ

係出版物を多数ベトナム語に翻訳するのに大いに貢

て若干時間をロスしたことを考慮しても、ハノイか

献してきたという。一方、英語は若い頃には殆ど勉

らここまで来るには殆ど 1 日がかりである。IOS5 の

強して来なかったが、所長になってから必要に迫ら

ポストシンポジウムツアーを計画する際には、この

れて外人と話すうちに話せるようになったそうであ

点を十分に考慮して立案しなければならないと感じ

る。日本人では、ベトナムをしばしば訪問している

た。ホテルは Van Don Bay Hotel という看板を掲げ

日本獣医生命科学大学魚病学研究室の畑井教授をよ

た 7 階建てで（写真 4）、所在地はこの島の主要な町

く知っていると話していた。
「間もなく定年退官する

Cai Rong である。ホテルの目の前には丁度干潮時の

が、カキ産業には今後とも関わっていくつもりなの
で、よろしく」とのことであった。
ハノイから Van Don 島へ
既述の IOS5 開催協議（11 月 24 日）の翌朝 9 時に、
我々夫婦は案内役の Dung とともに運転手付の公用
車でホテルを出発し、Bai Tu Long 湾を目指した。
途中給油時の数分間と Hon Gai にあるレストラン（写
真 2、3）での 1 時間の昼食以外は全くの休憩なしで、
写真 4. Van Don 島で宿泊したホテル

写真 2：地元産の天然ガキ（種名不明）
写真 5：ホテル前から見える干潮時の Bai Tu Long 湾

Bai Tu Long 湾が広がっていた（写真 5）
。すなわち、
立地条件は悪くなく、この辺りでは一応それなりの
外見を呈していた。しかし、客室には小さな古いテ
レビがあるものの何も映らないし、浴室に古い温水
器が備わっているけれども湯が出ないし、浴槽内に
は死んだゴキブリが残されたままになっていた。こ
のように、設備や衛生の面から考えると日本ではと
てもホテルとは呼べない代物であったが、この国の
写真 3：昼食の一皿。左下に見える二枚貝が Tu Hai
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田舎ではホテルとして立派に通用するようで、実際、

3）現在、ベトナム産の種ガキには Cat Ba 島の Dung

ベトナム南部から観光バスでやって来たかなりの人

のセンターで生産されたものと民間の 3 つのハッ

数の客が宿泊し、深夜までカラオケに興じていた。

チャリーで生産されたものの 2 種類がある。Cat

Bai Tu Long 湾内にあるこの Van Don 島は、中国

Ba 島のセンターでは目下のところ年間 2 千万個

との国境にある Quang Ninh 省にあり、行政的には

の生産をしているが、市場が大きくなり需要が増

大小 600 個の島を含むが、ここでは便宜上 Cai Rong

えれば、もっと増産することは可能である。

がある最大の島だけを指すことにする。前年に訪問

なお、筆者は先に「ベトナムにおけるカキ養殖開

した Cat Ba 島と異なり、現在では渡るのに船を使

発のポテンシャル」と題してベトナム初訪問記をか

う必要はなく、直接車で来ることができる。2004 年

き研究所ニュース No.26 に投稿した。その中で、台

に建設された 3 つの大きな橋（Van Don Bridge）で

湾からベトナムに導入されたカキはマガキではなく、

本土側の Cam Pha 町と連絡するようになったから

ポルトガルガキであることを再三指摘しているので、

である。しかし、ホーチミン市の空港からハイホン

上記情報の 2）と 3）の種名についてはこの点を留意

までの直航便が使えるようになったとは言え、ハイ

願いたい。

ホンからこの島まで車で 3 時間近くもかかることは、
2013 年のポストシンポジウムツアーを企画する場合

Bai Tu Long 湾のカキ養殖場

に頭に入れておかねばならない条件の１つであろう。
夕食時に酒を酌み交わしながら、Dung からベト

11 月 26 日（土）の朝食前、Van Don 島の美しい

ナム北部海域のカキ養殖に関するいろいろな有益な

海をもっと近くで眺めようと考え、道路を挟んでホ

情報を聞くことができた。彼は筆者が前年に視察し

テル前から数 10m 離れた海岸に出て驚いた。目の前

た Cat Ba 島 の The National Broodstock Center に

の岸辺の一角は大量のゴミで溢れていた。たまたま

勤務している研究員で、ハロン湾のみならず Bai Tu

流れ着いた流木の類だけではなく、明らかに廃棄し

Long 湾の養殖事情にも詳しい。断片的な情報である

たと思われるゴミが大半で、生ゴミも含まれていた

が、以下に記録しておきたい。

（写真 6）。海の美しさを売りにする観光地には相応

1）この海域のカキ養殖業者は国境を接する中国の広
西壮族自治区から自由に種ガキを購入している。
その購入について政府の規制はなく、中国でハッ
チャリーを経営している種ガキ生産業者が直接船
で搬入し、ベトナム産より安く売っている。種
ガキが 20 個付着した牡蠣殻 1 枚の値段が、ベト
ナム産で 1,000 ドンであるのに対し、中国産では
700 ドンにすぎない。種名はマガキということに
なっているが、確証はない。
2）2005 年にオーストラリアからマガキの親ガキや
シングルシード（2 倍体と 3 倍体）を輸入し、Cat
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写真 6：ホテルから少し離れた海岸。大量のゴミが散乱している。

Ba 島周辺のハロン湾内で育成を試みたが、いずれ

しくない光景である。これは、カキ養殖の更なる振

も育たずにすべて斃死した。そこで、2006 年に民

興が期待されている Bai Tu Long 湾の環境保全につ

間業者が台湾からのマガキ種苗の輸入を決定し、

いて、一抹の不安を筆者に抱かせるものだった。

以後 Bai Tu Long 湾で養殖されている。Dung が

朝食後、ホテルの女主人が手配してくれた漁船に

勤務するセンターでも 2008 年に台湾からマガキ

乗 る た め に、 す ぐ 近 く の Cai Rong 港 へ 向 か っ た。

の親貝を購入して、採苗事業に利用している。

この港はベトナムの昔の李・陳王朝（Ly and Tran
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dynasties）の頃には最も栄えた商港の 1 つであった
という。その目の前にはフランス風の建物が並んで
いる（写真 7、8）。埠頭には漁船、連絡船、観光船

写真 9：右端より船長、筆者および Mr. Dung

たところ、彼からは「もともとの投資額が低い上、
生き残ったカキは高値で売れるので、大量斃死があっ
てもまだ利益は出る」という答えが返ってきた。さ
らに、驚いたことに、ベトナムでは卵を持っている
カキが好まれ、高値が付くのだという。また、養殖
開始からマーケットサイズまでの期間はほとんどの
場合 8 〜 10 ヶ月であるが、この段階で売れ残れば 12
〜 18 ヶ月となる。実際には周年売っているとのこと
だった。
この湾は奇異で美しい多様な姿をした多くの小島
からなる。これらの島々は浸食作用を受けやすい石
写真 7、8：Cai Rong 港

や貨物船が係留され、そこから少し離れて停泊中の

灰岩で出来ているので、まさに奇岩怪石を呈してい
る。海から突き出たそれらの島影の周辺には、とこ
ろどころに養殖筏が並んで浮かんでいる（写真 10）
。

貨物船も幾隻か見える。さらにその遠方には独特の
美しい形をした小島が重なっている。この風景は昨
年 Cat Ba 島で見たものと瓜二つだ。
チャーターした漁船の船長はホテルの女主人の縁
者であった。乗船して間もなく、Dung を介して、操
舵中の船長から情報収集を始めた（写真 9）
。彼の話
によると、今年の夏、養殖中のカキの 80 〜 90% が斃
死した。それらの種苗はベトナム産も含むが、ほとん
どは中国の広西壮族自治区産のもので、昨年 6 月か
ら 7 月にかけて養殖を開始した。夏の水温は平年並
みの 27 〜 28℃で、異常高温ではなかった。彼は虫が

写真 10：奇岩怪石の島影と二枚貝養殖筏

カキ斃死の原因ではないかと疑っていたが、Dung は

何という幻想的な景観であることか！ Dung によれ

虫ではなくビブリオの類かもしれないと言っていた。

ば、この湾は広大な水面を持ち、干満差は約４ｍも

筆者は船長に「こんなに大量に斃死してしまうの

あり、海水の交換が良いので良好な水質を保ってい

では、やっていけないのではないか？」と聞いてみ

るとのこと。つまり、養殖ポテンシャルが高い。し
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かし、ハロン湾と異なり、この湾は世界自然遺産で
はないので、それほど環境保全のための規制が厳し
くない。このこともカキなどの養殖事業の拡大に
とって有利な条件であるという。船上から見える養
殖筏群のほとんどは、ベトナム語で Tu Hai（英語で
snout otter clam、学名は Lutraria rhynchaena ）と
呼ばれる二枚貝（写真 3）を養殖しているという。筏
に近い島の岸辺の一部が黄褐色をした人工海浜のよ
うに見える（写真 11）
。これは Tu Hai の養殖用に運
写真 12：BIM SEAFOOD JSC のカキ養殖筏上にて、Mr. Thang（左）と筆者

養殖資材費が上昇しているのに、カキの値段が下
がっているので、これ以上の投資は困難と考えて
いる。
2）自社のハッチャリーで種ガキを生産しているが、
電力事情が悪く（停電がある）、コスト的にも楽
ではない。しかし、種苗生産は続けざるを得ない
ので、どうせ作るなら、品質の良い種ガキづくり
写真 11： 筏に近い島の岸部中央部に見えるのは Tu Hai 養殖用の砂

を入手したいと考えている。

び入れた砂だという。現在、環境への負荷の大きさ

3）ベトナムでのカキ養殖は始まったばかりで、国内

を考えて Cat Ba 島周辺での Tu Hai 養殖への新規参

市場がまだ小さい。政府関係者は会うと必ず「な

入は禁止されたが、Bai Tu Long 湾ではまだ許可さ

ぜ輸出しないのか」と言うが、加工業が貧弱で、

れている。しかし、漁民の関心は値段の安い Tu Hai

国際市場で受け入れてくれる国がほとんどない。

養殖から儲けの多いカキ養殖へと向いているとのこ
とであった。
我 々 の 船 は Cai Rong 港 か ら 16 〜 17km 離 れ た
BIM SEAFOOD JSC という会社の大きなカキ養殖

4）この湾内の市場ではむき身１㎏で 3 米ドルである。
良い情報としては、ハノイ市内の有名なフレンチ
ホテルの１つ、メトロポリタンホテルで当湾産の
殻付カキが 1 個 2 米ドルで売られたという。

筏に到着した。この会社は投資会社で、最近になっ

5）当湾のカキ養殖にとっての最大の問題は、環境の

てカキ養殖にも進出してきたが、もともとはベトナ

悪化である。昨年はヒラムシによる被害に悩まさ

ム随一のエビ養殖生産を誇る企業である。筏上の小

れた。今年はその被害はないが、成長不良でカキ

屋（事務所）で、この養殖施設のマネージャーであ

の貝殻縁辺部が伸びない。研究者に聞いてもその

る Mr. Nguyen Van Thang と 面 会 し た（ 写 真 12）
。

原因はわからないとのことだった。

ハイホン在住の Dr. Le Xan（前出の RIA1 の副所長。

Mr. Thang と 別 れ て 船 に 戻 っ て か ら、Bai Tu

ごく最近定年退官した由）から今朝早く連絡があり、

Long 湾のカキ養殖海域の環境について、Dung は次

筆者が来るのを待っていたと言ってお茶などで温か

のように漏らした。「カキ養殖場と人間生活の場が分

くもてなしてくれた。Mr. Thang から得た情報をま

離されていないことが問題だ。人間の排泄物など生

とめると次のようになる。

活排水のすべてをそのままカキ養殖場に流し捨てて

1）２ヶ月前に大きな台風に見舞われ、台風前に 500

おり、これでは環境が悪化していくのは当然だ」と。

台あったカキ養殖筏が 200 台に減ってしまった。
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を目指したい。そこで、日本在来のマガキの親貝

船は港の方向に８㎞ほど戻った島陰にある船長の
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カキ養殖筏（写真 13）に到着し、やや遅い昼食となっ
た。数人の作業員が働いており、生ガキ（写真 14）

写真 15：ハロン市のホテル群

写真 13：船長のカキ養殖筏

写真 16：宿泊したホテル前で Mr. Dung（左）と筆者

写真 14：普通の包丁で手際良くカキを剥く女性作業員

はじめ、この筏上で調理された各種の魚料理が強い
酒とともに出された。番犬達は我々珍客を遠巻きに
して警戒しながらも、お零れに与ろうとしているよ
うであった。やがて作業員や番犬達と別れ、我々４
人は港に戻り、再び車に乗り込んだ。車はしばらく
走った後、夕暮れのハロン市に到着し、ここで宿泊
することになった。さすがにベトナムが誇る観光地
だけあって、立派なホテルがハロン湾に面して林立
しており
（写真 15）、我々のホテルも客室の広さ、
設備、
衛生さらには眺望の良さなど、いずれの点からも昨
夜のそれとは雲泥の差があった。
11 月 27 日（日）、朝食後間もなくホテル（写真
16）を出発し、ハノイに向かい、2 時間半ほどで再
び Hotel Nikko に戻った。夕方、Dung が迎えに来て、
彼の祖母が経営しているなかなか立派なレストラン
へ案内された。そこで温かく迎えてくれた彼の父母
とともにベトナム料理をご馳走になった（写真 17）。

写真 17：Mr. Dung 一家と筆者夫妻

ハノイ市内の地価は非常に高く、最高は 5 万米ドル
/㎡であるが、この辺りでも 1 万 5 千米ドル /㎡はす
るとのこと（ちなみにガソリンは約 1 米ドル）
。現在
計画中のハノイ地下鉄の駅が近くに出来る予定なの
で、レストランの代わりにホテルを建てようかと考
えているそうである。Dung の人生設計についてもい
ろいろ聞かせてもらった。
翌日はいよいよベトナムを離れる日。我々夫婦が
ベトナムの息子と呼んでいる Tam が奥さんの Diu を
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伴って車でホテルまで来て、我々の手荷物類を積み

時 RIA1 の副所長であった Dr. Le Xan から強く誘わ

込み、昨年も訪れたハノイ近郊のバッチャン村へ連

れたにもかかわらず実行出来なかった Bai Tu Long

れて行ってくれた。途中、ベトナム人がよく食する

湾（ベトナムで最もカキ養殖に適しているとされる）

麺類で軽く昼食を済ませた後、衣料専門店に立ち寄っ

を視察することであった。いずれについても成果を

たが、そこで Tam は筆者にワイシャツをプレゼント

収め、成功裏に終わったことは既述の通りである。

してくれた。まるで実の息子から貰ったように嬉し

ベトナムに限ったことではないが、その国におけ

かった。これは、11 月 24 日夜、彼の一家 3 人をホテ

るカキ産業の将来性は、ひとえに国内マーケットの

ルに招いて会食したことに対するお礼のようであっ

拡大と海外輸出の推進にかかっている。ベトナム政

た。特に An という 4 歳の娘さんは、非常に活発で、

府当局は現在 Bai Tu Long 湾で養殖生産されている

何にでも興味津々でレストラン内を動き回り、筆者

カキの品質は先進国への輸出に十分に耐える段階に

の妻が忙しく後を追いかけて世話をしていたことを

達していると考え、積極的に輸出させようとしてい

思い出す。我々が Tam の家に着いて間もなく幼稚園

るらしい。しかし、筆者には、まだまだその段階で

から帰宅した An は、妻を見るや喜びの大声を上げ

はなく、本格的な輸出は時期尚早のように感じられ

ながら駆け寄って飛び付き、その後ずっと妻から離

る。少なくともカキの食文化上の先進国は、大量斃

れず、結局 Tam の運転する車に同乗して空港までも

死などの理由から国内生産の異常低下という緊急事

付いて来た。我々夫婦にとってまるで実の孫のよう

態が起こらない限り、現時点でベトナムからのカキ

に思えて愛おしかった。帰国後、An にクリスマスプ

の輸入にそれほど大きな関心を示すことはないだろ

レゼントを贈ったのは言うまでもない（写真 18）
。

う。従って、現在は国内マーケットの拡大に全精力
を傾注すべきである。なぜなら、国内での需要が高
まるにつれて競争という市場原理が働くようになれ
ば、カキそのものの品質向上への努力こそが関係者
にとって最大の関心事となり、やがては先進国への
輸出に耐え得る商品になると期待されるからである。
そのためにも、カキ養殖場と人間生活の場の分離な
どによる養殖環境の保全、カキの生産・流通過程に
おける衛生管理、加工施設の充実、販売方法の工夫、
等々、なお多くの課題がベトナムには残されている。

写真 18：Mr. Tam 一家と筆者

2010 年 5 月に訪れた Cat Ba 島のホテルでも経験

2013 年 12 月にホーチミン市において開催される予
定の IOS5 が、これらの諸課題の解決にとって少しで
も役立つことを筆者は強く期待している。

したが、ベトナムでは首都のハノイでさえもしばし

既述のように IOS5 の開催地が当初予定のハノイ

ば停電がある。Tam 夫妻は、我々のために自宅での

市内あるいはハロン海域からホーチミン市へ変更

手料理の夕食を準備していたが、停電のため、残念

になったとは言え、そこで企画されるポストシンポ

ながら外食にならざるを得なかった。ベトナムの電

ジウムツアーの有力な行き先候補の中に、ベトナム

力供給はまだまだ不十分であることを実感した。

のカキ養殖産業を中心的に担う Cat Ba 島や Bai Tu
Long 湾は当然含まれると考えられる。しかし、その

おわりに

場合、開催予定地の変更前とは異なる新たな問題が
出てくることが予想されるので、今回の北部海域旅

今回のベトナム訪問の主な目的は、前年に続いてハ
ノイの MARD との IOS5 協議を行うことに加え、当
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行で得た筆者の情報・感想がこれらツアーの企画に
際して何らかの参考になれば幸いである。
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報告「かきフォーラム・イン・佐渡」
総務部

森

真弓

平成 24 年 1 月 21 日（土）、当研究所主催による「か
きフォーラム・イン・佐渡」が新潟県佐渡市金井コミュ
ニティセンターにて開催されました。2 回目の開催と
なる本フォーラムを佐渡市で開催することとなった
経緯は、森理事長が東北大学農学部教授時代の平成
5 年に当時加茂湖漁業協同組合の甲斐徳司氏の依頼
を受け、環境保全シンポジウムで講演を行い、そして、
同年より 2 年にわたり東北大学農学部と加茂湖漁協
が共同で加茂湖漁場環境調査を行ったことに端を発

写真２

します。
さて、第 1 回目の打ち合わせは、平成 23 年 9 月に
佐渡島開発総合センターで行われ、現地からは新潟
県佐渡地域振興局農林水産振興部早瀬副部長・渡辺
課長、佐渡市農林水産課近藤課長補佐・川上水産指
導員、加茂湖漁業協同組合木下組合長・北主任、佐
渡漁業協同組合稲鯨支所佐和田出張所本間代表・坂
口氏・三井氏・高野氏、当研究所からは高橋研究所長、
大中総務部長と多くの関係者が出席し企画内容が検
討され、
平成 24 年 1 月 21 日の開催が決定しました
（写
真 1）
。
写真３

農林水産課、加茂湖漁協、佐渡漁協の皆様のご協力
により会場設営を行いました。
フォーラム当日は真冬とは思えないほど穏やかな
天候に恵まれ、一般市民やかき養殖生産者 130 名が
来場されました。
写真１

定刻に佐渡市両津在住の鈴木恵美さんの司会で開
会し（写真 4）、まず森理事長が主催者挨拶を行いま

フォーラム開催の案内ポスターは、後援をお願い

した。挨拶の中で 18 年前加茂湖環境調査に関わった

した佐渡市内の諸団体のご協力により市内各所に掲

ことについて回顧し、このフォーラムで佐渡の恵ま

出され（写真 2）
、また案内ビラ 23,100 枚は佐渡市広

れた環境を大いに活用してカキ産業の在り方につい

報紙 1 月号とともに全家庭に配布されました。
（写真 3）

て共に考えていければと期待を込めました。

開催前日には新潟県佐渡地域振興局、佐渡市役所

続いて、佐渡市長高野宏一郎氏より来賓挨拶を頂
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森理事長は、まず、カキに含まれる栄養について、
（1）高タンパク質食品・必須アミノ酸をバランスよ
く備えた食品であること、
（2）マガキには他の貝類
に比べて亜鉛が 10 倍以上、銅が 7 倍以上含まれてい
ること、（3）脳細胞を活性化させる DHA、動脈硬化
症を予防する EPA を豊富に含むこと、を説明し、特
に亜鉛は味覚障害を、銅は貧血や肝障害を防ぐ作用
を持ち、この 2 つの成分は老化防止に重要な酵素の
写真４

構成要素であると解説しました。
（写真 7）また、6

きました（写真 5）
。カキは佐渡にとって水産物の中
でも重要であるが、近年カキ生産量の伸びが思わし
くない中で、カキが今後も佐渡を象徴する水産物で
あり続けるために、このフォーラムを機会に関係者
が一丸となって考えていくことが必要であると述べ
られました。
挨拶の後、森理事長による「海を生かし、海に生
きる」と題した基調講演をはじめ、3 名の講演が行

写真７

われました。講演の間、参加者は熱心に聴講しており、
関心の高さが伺えます（写真 6）
。以下、講演要旨を

種のカキの産業重要種とその生産地を紹介し、現在

ご紹介します。

世界各地で生産されているマガキは宮城のマガキの
子孫であると述べました。カキの食べ方についても
国によって大きな違いがあり、アメリカやヨーロッ
パの国々では豊富な栄養を加熱によって損なうこと
なく、全て体内に取り込もうという意識から、圧倒
的に生食であるが、日本ではカキが生で食されるよ
うになったのは最近のことであるという興味深い話
をしました。日本でカキ料理と言えば加熱したもの
が主流でその種類は約 700 と多岐にわたり、食文化
写真５

を形成する上で非常に重要であると述べました。
そして、このように素晴らしいカキをこれから人
類の生存にどのように生かしてゆくか、森理事長が
これまで長年訴えてきた「海を生かし、海に生きる」
について紹介しました。「海を生かす」は人類が海洋
環境を守り、海を正しく活用することである。カキ
を生食するためには海がきれいでなければならず、
それゆえに海洋環境保全の思想の源はカキの食文化
から出ている。このことは大事な点である。
また、カキ養殖は無給餌で行われるため、生物経

写真６
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環境にやさしい生産方式であるから、これからの人

また、微量元素の亜鉛・セレン・銅・鉄の不足は、

類の生存のために活かさなければならない。
「海に生

ストレスに弱くなりうつ状態を引き起こしたり、抵

きる」とは、世界の人口が急増し、陸上での食料生

抗力が低下して風邪を引きやすくなったり慢性疲労

産が限界にあるなかで海はまだ利用の余地があり、

などの不調を生じやすくなると説明し、ラットによ

人類は海からの生物生産の余剰分の利用や人為的に

る亜鉛食摂取の実験やカキ肉スープを用いたストレ

得られた生産物の利用によって生存できるので「海

ス軽減に対するヒト臨床試験について紹介しました。

に生きる」と言えると述べ、まさにカキは海の生物に

ラットを低亜鉛食で飼育するとうつ状態になり、亜

とどまらず海そのものの象徴であると強調しました。

鉛が十分入った通常食で回復することが確認される。

最後に、フランスをはじめ世界各国のかき養殖場

ヒト臨床試験ではミネラル・ビタミンの補給により

の写真を紹介し、参加者が興味深くスクリーンに見

緊張・不安感、不眠症によく見られる混乱は１週間

入っている姿が印象的でした。

後に、抑うつ・落ち込みは２週間後に健常に改善の

続いて、株式会社渡辺オイスター研究所学術広報
部主任、佐藤圭介氏による「カキと健康

効果が見られたと紹介しました。

カキのパ

また、妊婦・授乳婦は亜鉛不足になりやすく、妊

ワーを検証する」と題した講演が行われました（写

娠中のうつ状態・マタニティブルーに注意を呼びか

真 8）
。佐藤氏は、まず主な栄養素である五大栄養素

けました。
最後にストレスの多い社会ではミネラル・ビタミ
ンを豊富に摂取して快適な生活を送りましょうと強
調し、カキの持つパワーについて講演を終えました。
続いて、加茂湖漁業協同組合代表理事組合長木下
隆一氏は、「佐渡のカキ生産

知られざる裏側」と題

し、加茂湖におけるカキ養殖の歴史と現状について
講演しました（写真 9）。木下氏は 55 年にわたる家

写真 8

（糖質・脂質・タンパク・ビタミン・ミネラル）につ
いて解説した後、東京都の健康栄養調査を例示して
日本人の栄養状態は糖質・脂質は取り過ぎで、ミネ
ラルは不足気味であることを指摘しました。そして、
自分に不足している栄養素を把握し、意識的に補っ
ていくことが大事だと述べました。また、
「昭和 24

写真 9

年の日本人の方が、現代人よりもマグネシウムと亜
鉛を多く摂取していた」という興味深いデータを紹

業のカキ養殖を回顧し、さらに加茂湖のカキ養殖の

介しました。これは日本人が口にする米の種類が玄

歴史について、明治 30 年 7 月の大水害時に農・漁民

米→白米→精白米と変化してきたことが大きく関係

が土砂堤防を崩して加茂湖内の水を海へ流し、明治

しており、玄米にはビタミン・ミネラルが多く含まれ、

36 年には湖と海を川でつなぎ、それまで淡水であっ

七分づき・八分づきの白米にはミネラルが残存する

た加茂湖の水は完全に海水となった。その折海水と

が、十分づき精白米には残存が少なく、糖質・脂質・

一緒にカキの種が加茂湖に流入し、大量の天然ガキ

タンパク質を口にしている状態であるということで

が採れるようになったことが、佐渡のカキ産業の原

す。

点であったと紹介しました。その後、水産試験場の
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指導により筏による垂下式養殖形態を確立したのは

らないことが環境に悪影響を与えている可能性が高

昭和 6、7 年ごろであり、加茂湖におけるカキ養殖の

いという見解を示すことができたと述べました。

歴史は 80 年になるということです。

そして、この調査結果を裏付けるように近年問題

加茂湖は面積 500ha、南北 10k ｍの細長い養殖場

となっている赤潮について解説しました。当初貝類

であり、その中で 100 連のかきが垂下された 800 台

は赤潮に強いというのが一般的でしたが、1988 年に

の筏が浮かんでいるが、その数は全盛期の約 4 分の

魚類・甲殻類、人体には影響はないが、貝類のみを

１に減少し、また昭和 50 年代後半から昭和 60 年代

死亡させる植物プランクトン（ヘテロカプサ・サー

前半にかけてカキの斃死が頻繁に発生し、原因も分

キュラリスカーマ）による赤潮が発生し、これが全

からず大変な時期であったことを振り返りました。3

国的に拡大傾向にあると話しました。一方、カキや

年前の台風でヘテロカプサによる赤潮が原因で加茂

魚類を死亡させるもう 1 つの赤潮として、カレニア

湖のカキに大損害が生じてしまったことについても

（ギムノディニウム）・ミキモトイという植物プラン

言及し、その年の生産額は従来の 5 分の 1 にまで減
少し、さらに昨年は白ボヤの発生による影響を受け

クトンがあり、この研究内容を紹介しました。
次に、赤ガキについて昭和 45 年～ 50 年頃、宮城

たが、今年は僅かながら回復の兆しを見せており、

県北部海域において、カキの身が赤くなる現象が発

今後に大きな期待を寄せているとの見方を示しまし

生し、原因はプロロセントラム・ミカンスというヘ

た。

テロカプサと同じプランクトンであると説明しまし

今後カキの斃死を防ぐべく加茂湖に海水の交換が

た。赤ガキ発生のメカニズムについて、プロロセン

進むように川の掘削を行政に要請しているものの実

トラムは良質のプランクトンが生育しない悪条件下

現には至っておらず、また、カキ生産者自ら旧来の

で増殖し、カキは仕方なく食べた結果、消化管の中

取決めから脱却して比較的被害の少ない地区への筏

でこれが分解し赤い色素が流出するため、カキに色

の移動を検討していると話しました。

がついたように見えるのだと説明しました。色素は

最後に、高橋研究所長が「カキと環境

カキは環

境の指標」と題して講演しました（写真 10）。冒頭

人体に影響はないが、見た目が良くないので市場価
値が下がってしまうということです。
最後に、カキと環境について、カキが生息してい
る沿岸は、陸と海の両方の環境をとらえられる場所
であり、カキは一度付着したら一生その場所を離れ
ないので、その海域の環境変化や良否を知るために
カキを環境指標生物としようとする現在取組み中の
研究を紹介し、きれいな海を守りたいと決意の一端
を表明し講演を締めくくりました。
全ての講演終了後、質疑応答の時間が設けられ、3

写真 10

名の方から質問が挙がり、高橋研究所長及び森理事
長が回答しました（写真 11、12）
。

でも触れましたが、まず、1993 年と 1994 年に東北

加茂湖の水質測定や青潮の発生とその原因、今後

大学農学部と加茂湖漁協と共同で加茂湖漁場環境調

の加茂湖のカキ養殖形態等について質問があり、養

査を行った際、斃死の原因を特定することはできな

殖場の環境問題に危機感を抱く生産者などとの真剣

かったが、塩分濃度が湖口と湖奥で差がないことや、

な質疑応答を通じて、参加者全員で問題意識を共有

加茂湖水路における流向・流速調査において、流速

化することができたことによって、意義のあるフォー

は遅く最高で 1 ノットでほとんどの時間帯は水の流

ラムであったと言えるでしょう。

れは止まっていることから、加茂湖の水が入れ替わ
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漁協稲鯨支所佐和田出張所より提供された剥き身カキ
100 パックが当たる抽選会が行われました（写真 13）
。

写真 11

写真 13

最後に、企画段階から会場設営及び当日の運営ま
で、ご支援ご協力を頂きました新潟県佐渡地域振興
局、佐渡市、加茂湖漁業協同組合、佐渡漁業協同組合、
並びに佐渡市健康推進協議会、（社）佐渡観光協会、
佐渡市消費者協会、佐渡青年会議所、佐渡市連合婦
人会、佐渡市老人クラブ連合会の皆様に心より厚く
写真 12

感謝申し上げます。
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三陸のカキ養殖の被害から、
「海を生かし、海に生きる」ことを考える
東北大学名誉教授・世界かき学会会長

森

勝義

宮城県産の種ガキは全国の 80% 以上を占める。し

県栗原市で記録され、仙台市内でも 6 強から 5 強と

かし、岩手・宮城では移植された種ガキの大部分が流

いう強い揺れに見舞われたが、地震そのものによる

された。2012 年以降に出荷する種ガキの母貝が不足

人命などへの被害は、死者 27 名を出した「1978 年

する恐れがある。被災してわかったことは、養殖漁業・

宮城県沖地震」の場合よりもはるかに少なかった。

水産業においても“日頃からの備え”が大切なことだ。

その 1978 年以来、建造物の耐震性の強化が図られ、
さらに家具類の倒壊防止や保存食・飲料水・医薬品
等の日常的な備えが、われわれ宮城県民の多くの家

はじめに

庭に行き渡っていたためと考えられる。
未曽有の、甚大な被害をもたらした 2011 年 3 月の

このことは 30 年以上もの長期に及んだ“日頃から

巨大地震発生から 4 カ月（執筆時点）が過ぎた。こ

の備え”
の大切さを痛感させるものであった。そして、

の地震は発生直後に大津波を惹起し、東日本太平洋

今回のように想像を絶する激震であっても、日常的

沿岸のほぼ全域に壊滅的被害を与えた。さらに東京

な備えがあれば減災は可能だと知った。

電力福島第 1 原子力発電所の事故を併発し、それに

しかしながら、電気・市ガス・水道水等のライフ

伴う放射性物質の健康への深刻な懸念は、近くの住

ラインが全面的に停止した条件下で、連発する強い

民だけでなく、福島県外へと拡大しつつある。食料

余震の被害を避けようとして、降雪の寒い夜にもか

供給を担う第 1 次産業従事者は、それがもたらす風

かわらず、ガソリン節約のために暖房を止めたまま

評被害に戦々恐々だ。

狭い自家用車の中で過ごした日々が頭から離れない。

筆者もまた、仙台市内でこの地震に遭遇した被災

特に、ガソリンの入手が不可能になったこと、さ

者の 1 人である。その立場から、東日本大震災体験

らに福島原発事故に対する目に見えない恐怖がわれ

の一端に触れ、さらに今後の養殖漁業・水産業、と

われ被災者の生活をどれほど悲惨なものにするかに

りわけ緊急に対応しなければならない特殊事情を持

ついて、深く思い知らされた次第である。

つ宮城県産種ガキ作りを中心に稿を起こしたい。

3 月 11 日発生の本震後も、連日頻繁に余震が体感

これからもまた、今回のような震災を体験する可

され、特に 4 月 7 日 23 時 32 分頃発生した、牡鹿半

能性が高いわが国の次世代にとって、少しでも教訓

島東 40㎞付近の宮城県沖を震源とするマグニチュー

となるものを残すことができれば幸いである。

ド 7.1（推定値）の強い地震（仙台市内で震度 6 強
から 5 弱）は、われわれ市民にとって、3 月 11 日の
本震の場合よりもむしろ一層強い精神的ストレスと

東日本大震災と、それから学んだものは何か

なった。
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃から約 6 分間、宮城
県牡鹿半島東南東約 130㎞付近の三陸沖を震源とする

震後の生活再建に一応の目途が付き始めていたが、

マグニチュード 9.0（暫定値）の巨大地震が発生した。

これが再度振り出しに戻されてしまったこと、そし

正式名称は「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋

て更に強い余震が来るのではないかという不安が一

沖地震」である。

段と強くなったことが挙げられる。

これは、従来国内で測定された中で最も強く、か

東日本大震災の主因を論じるには、言うまでもな

つ最も広範囲に及ぶものだった。最大震度 7 は宮城

く、3 月 11 日の巨大地震後に東日本一帯を襲った巨

財団法人東京市政調査会「都市問題」2011 年 8 月号 30-38 頁
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その理由として、この時期には不十分ながらも本

出版社の許可を得て転載しています。
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大津波に焦点を絞らなければならない。今回、仙台

ている。

市でも、地震発生のわずか 30 分後（最短の場合）に

この新変種については、カキの幼生・稚貝・若年

高さが 7m を超える大津波が沿岸部を襲い、死者・

貝等が感染しやすく、これらの感染個体は非常に高

行方不明者は 870 名に及んだ。宮城・岩手・福島の

い斃死率を示すが、成貝でも被害は小さくない。

3 県では、約 2 万 3,000 名という。今回の津波が如何
に巨大で広範囲なものであったかを示している。
この津波は、宮城・岩手両県のカキ養殖海域と、
それを営む漁業者が生活する集落をことごとく襲っ
た。

本ウイルスの伝染力と病原性は、これまで報告さ
れている従来型よりはるかに強く、事実フランスか
らアイルランド・英国へ、さらに南半球のニュージー
ランド・オーストラリアへと拡大してしまった。
そして、南半球のこれら 2 国からアジアへの、養

日本気象協会によると、岩手県宮古市から福島県

殖マガキの輸出が近年盛んになりつつあることに鑑

相馬市までの沿岸では、津波高は概ね 8 ～ 9m、浸水

みて、本ウイルスの日本への侵入も強く懸念される

高は岩手県北部から宮城県牡鹿半島までの三陸海岸

事態になった。それは、今回の未曽有の津波被害の

で 10 ～ 15m 前後のところが多く、仙台湾岸では高

主たる対象となった宮城県産「種ガキ」の供給不足

いところで 8 ～ 9m 前後、松島湾内では 5m 以下とや

を補うために、外国産種ガキをわが国へ導入しよう

や低くなったという。

とする動きが、国内外で実際に出たことを指す。

筆者が勤める一般財団法人かき研究所は、気仙沼

4 月中旬に筆者へ提供された信憑性の高い情報に

市唐桑町に研究センターを、同市三の浜に分室をそ

よれば、毎年宮城県から種ガキを購入している西日

れぞれ構えていたが、前者は全壊、後者は完全流失

本のある有力な漁業組合で、一部の組合員から、海

した。

外からの輸入の提案がなされたという。

今回の巨大津波は東日本太平洋岸に甚大な被害を

筆者の警告に従って、組合長が説得した結果、こ

もたらしたが、これらの沿岸で歴史的に繰り返され

れは取り下げられたとのことだったが、他にもこの

てきた津波災害の伝承や記録が十分に生かされて、

ような輸入の検討が行われているのかもしれないと、

防災・減災の意識が住民の間にもっと浸透していれ

想像するだけで身の毛がよだつ。海外からの種ガキ

ば、これほど多くの人的被害と養殖漁業・水産業の

の移植が実際に起これば、カキヘルペスウイルス新

壊滅的被害はなかったのではないか思うと、残念で

変種により、わが国のカキ養殖産業が壊滅する恐れ

ならない。

がないとは言えないからだ。

しかしながら、ただ残念がっていただけでは、大

今回のような大災害時には、その災害に乗じて、

被害を受けてしまったカキ養殖産業の復興は遅れる

場当たり的で危険な、目先の利益追求だけしか考え

ばかりだ。特に、国内だけでなく世界的にも有名な

ない動きが国内外から出ることを知った。

宮城県産「種ガキ」の生産時期である、高水温の盛
夏はもう目前に来ており、この限られた時期を逃せ

宮城県産「種ガキ」と、津波による被害状況

ば、採苗はさらに 1 年後になってしまうのだ。
この時期的な問題に加えて、特記しておくべきこ

宮城県は、広島県に次ぐマガキ養殖生産地で、特

とがある。筆者は、今回の大震災発生直前の 2 月に、

に松島湾周辺と牡鹿半島西側で採苗される「種ガキ」

世界かき学会 (The World Oyster Society) のホーム

は、生命力が強いために、県内にとどまらず北海道

ページの“会長からのメッセージ”において「フラ

はじめ岩手・三重・兵庫各県など、全国の養殖産地

ンス発のマガキ特異的カキヘルペスウイルス新変種

で利用されている。過去には、アメリカやフランス

（OsHV － 1 μ Var）の世界的な感染拡大」という警

に大量に輸出され、貴重な外貨を稼いだ輝かしい実

告を出していた。これは、一般財団かき研究所の定
期刊行誌「かき研究所ニュース No.26」にも掲載され

績があり、この事実は世界的に知られている。
農林水産省によれば、2009 年の種ガキの全国販売
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量約 87 万連のうち、宮城県産は約 70 万 8,000 連と

漁業協同組合が緊急に対応しなければならないが、

80％以上を占め、広島の 14 万 4,000 連を大きく引き

残念ながらそのような動きはない。

離す。要するに、現在、日本のカキ養殖産業は宮城

地震後に起きた地盤沈下は、漁船の係留場所や作

県産種ガキの供給を受けて成り立っていると言って

業場の確保を困難にし、水産業全般にとって大問題

も過言ではない。

となっている。高潮時には、係留できなくなった岸

その供給は、10 月～翌年 5 月の間に行われるのが
一般的であるが、北海道向けは結氷期を過ぎた 4 月

壁も多い。
カキ養殖に関しては、仮に 2011 年に運良く採苗が

以降に行われる。したがって、北海道を除く各県へは、

できたとしても、抑制処理のための杭を長いものに

震災前に予約数量の過半が供給されていて、これら

変える必要が生じ、またその杭を打ち込むべき海底

は無事だったはずだが、津波被害が大きかった岩手・

の地形変化にも対応しなければならなくなった。こ

宮城両県の三陸沿岸では、折角移植されたばかりの

の他にも、現在予測できない困難が新たに出てくる

種ガキの大部分が流失してしまった。

かもしれず、安心できないのが現状だ。

筆者は、4 月中旬に種ガキ生産地の松島湾内を現

カキ養殖業者の中には、津波で自宅・作業場・漁

地視察した際に、まず驚いたことは、自衛隊が他の

船を失った者が多い。流出せずに残っていたとして

瓦礫とともに海中から引き揚げて岸壁に放置した大

も、浸水・破損のために使用不能となり、それ故に

量の採苗器の塊だった。

作業再開意欲を喪失させている者が珍しくない。ま

採苗器には、品質の良い種ガキがしっかりと付着
している。それを確認した筆者は、案内してくれた

さに惨事遭遇による無力感・無能感に苛まれている
のだ。

種ガキ生産業者に向かって、
「自衛隊に引き上げられ

仮に、その意欲が再び出てきたとしても、諸々の

る前に、漁民自らで回収すべきではないか」と叫ん

悪条件が重なり、実際問題として再開できない者は

でしまった。

決して少なくないのだ。家族に犠牲者が出たり、避

自衛隊員にとっては、これらの塊が貴重な種ガキ
であることはわからないので、単なる瓦礫の一部に

難所暮らしであったり、最悪のケースでは本人が死
亡・行方不明であることを、筆者は数多く耳にした。

しか見えなかったはずだ。彼らは、海中の犠牲者の

漁民自身の心身の健康こそが復興への活力源のは

遺体を捜索するために瓦礫撤去を行っており、種ガ

ずだが、精神的に追い詰められている例を実際に目

キ回収のための分別作業に貴重な時間を割く余裕は

の当たりにし、心のカウンセリングなど、長期的な

ないのだ。

臨床心理的支援の必要性を感じた。

カキ養殖場内には、流れてきた住宅の屋根が半分

今回の大津波が、カキ養殖はじめ水産業全体に及

程顔を出し、
海底には車が沈んでいる。この状態では、

ぼした被害はあまりに広範で深刻であり、筆者には

カキ養殖の再興にはかなりの時間がかかることは明

まだそのごく一部しか把握できていないのが実情だ。

らかだ。
最も懸念されることは、2012 年以降に出荷する予

科学的根拠に基づく緊急対応の必要性

定の種ガキを生む母貝数が、絶対的に不足すること
だ。
筆者は、津波の被害を免れて残った 2010 年採苗の

るが、松島湾周辺で 20 ～ 40 万連、万石浦を含む牡

種ガキは 10 ～ 20％と推測した。岩に付着した天然

鹿半島西側で 70 ～ 100 万連である。海水温の違いに

マガキも、産卵群として貢献するとしても、松島湾

よってこれらの母貝群は、早期産卵群としての松島

で 2011 年の夏に採苗するための母貝数が、極端に不

湾産、中期産卵群としての万石浦産、晩期産卵群と

足することは明らかだ。

しての牡鹿半島産の 3 つに分類される。

本来、この問題については、国・県の関係機関や、
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宮城県の種ガキ生産量は、年によって多少変動す

すなわち、仙台湾におけるカキ幼生の出現は松島

かき研究所 ニュース No.27

湾から始まり、次いで万石浦、そして牡鹿半島へと

りも、2 年ガキの卵質の方が優れていることを知っ

広がっていく。内湾で発生した幼生も、外洋部まで

ている。

広範囲に分散集積を繰り返して、付着期に至る。松

もちろん、マガキは 1 年ガキでも部分産卵をする

島湾で生まれた幼生が、万石浦や牡鹿半島の外洋漁

が、生殖巣の成熟度が必ずしも十分ではなく、そこ

場で採苗されることもあるし、その逆も起こり得る。

から次世代の高品質ガキを得ることは困難なことが

カキは、一度岩やホタテガイ原盤に付着すると、

多い。

もはやそこから一生自力では移動できないが、生

その意味で、牡鹿半島西側の外洋で展開される延

まれたての幼生の頃は鞭毛による若干の浮遊能力を

縄式養殖の 2 年マガキを母貝群とする種苗生産が、

持っており、海水の流れや風の力を借りて、相当な

宮城県の種ガキの安定確保に大きく貢献してきたと

距離を移動しているのだ。

言ってよい。

そして、殻高が約 270 μ m 以上の成熟幼生に成長

なお、現在、松島湾で養殖されるカキのほとんど

すると、それまではなかった足と、一対の眼点が現

は 1 年ガキであるが、閉鎖的な浅海である同湾の水

れる。これは、マガキ幼生が付着できる状態になっ

温は外洋より高く、また餌料もより豊富なために、

たことを示すもので、もしも付着のための適当な基

仙台湾外洋の 1 年ガキよりも早期に性成熟が進み、

質がなければ、幼生は死亡する。

したがって産卵開始が早く、産卵量も比較的多い。

この時期は、マガキのライフサイクルの中で最も
危険である。幼生生活は、基質に付着できた時をもっ
て終了し、足と眼点は付着後 2 ～ 3 日で消失してし
まう。
水温や栄養条件の変化がマガキ幼生の成長に大き
く影響するので、幼生が付着期に到達するのに要す

このことは、松島湾養殖 1 年マガキを、母貝群と
してある程度は活用できることを示唆している。
しかし、この松島湾でも、さらに高品質の種ガキ
を安定的に確保するための母貝用として、意識的に
一定程度の 2 年ガキを継続して保存すべきだ。
以上の理由から、筆者は目下、牡鹿半島西岸での

る時間は、種々の環境条件によって異なる。また、

2 年マガキ養殖の必要性を関係漁業者に強調し、万

生息環境の水温によって、付着期に到達した幼生の

石浦の湾内からの流失を免れた 2010 年採苗の種ガキ

サイズにも差が出てくる。

を牡鹿半島の複数の浜へ移植するためのプロジェク

採苗業者が適期に投入した適当な基質（すなわち

トを、研究者の立場から支援している。

採苗器）にうまく付着できた稚貝は、天然のプラン

その趣旨は、これらの種ガキが 2011 年夏採苗用の

クトン餌料を摂取して着実に成長して、経済性を持っ

母貝になることを期待するのではなく、2012 年以降

た種苗となることが期待される。

の母貝として貢献することを強く願ってのことであ

特に、外洋でのカキ採苗に従事する漁民にとって、

る。

マガキの産卵期である暑い夏は、顕微鏡観察で明け

ところが、種ガキが付いた原盤を挟み込むロープ

暮れる多忙な毎日だ。なぜなら、遊泳幼生の出現状

の入手が、全国的に困難なことなどが明らかになり、

況を、幼生のサイズごとに把握することによって、

その前途は多難である。

採苗器投入適期を判断しなければならないからだ。
彼らは、マガキのライフサイクルの、どの段階に

また、仙台湾外洋での採苗に向けて積極的に動き
出した漁民グループに対しても、筆者は微力ながら、

どのような手を貸せば、本来なら死ぬべき運命にあっ

不足資材の確保や技術面のアドバイスなど、諸々の

た無数の幼生を救うことができるかを知っており、

相談に乗っている。

さらにこれらの幼生が一度他物に付着してしまえば、

本来ならば、行政の関係機関や漁業協同組合が早

そこからは決して移動できないことをうまく利用し

急に対応すべきことであるが、これらの機関・団体も、

て、生産の対象にしているわけである。

自身が甚大な津波被害を受け、また他にもっと緊急

彼らはまた、前年に生まれたばかりの 1 年ガキよ

性の高い震災対応案件があるため、こうした相談ま
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で手が回らないのが現実のようだ。
このような非常時には、動くことが可能な者が、

ただき、かつ幾らかでも生産を人為的に高める手段
を講じることによって得ることができた海からの贈

可能な支援を行うべきで、その支援は、再建意欲の

り物をありがたく頂戴することが、「海を生かす」こ

強い個人・グループに集中的に行い、そこから輪を

とである。その結果、人は生存できるわけだから、
「海

広げていくことが重要だと、筆者は考えている。

に生きる」ということになる。「海を生かす」ことに
人生の意義を感じることも、「海に生きる」ことであ

「海を生かし、海に生きる」を合言葉に前進せよ

ろう。
多くの食料を海に依存している人類にとって、今

カキは、洋の東西を問わず、最も伝統的なシーフー

後もこの地球で生存し続けるためには、その表面積

ドとして尊重され、水産増養殖の思想、海洋環境保

の約 75％を占める海洋を積極的に活用することを余

全の思想などを生み出す源となってきた。

儀なくされている。

このような、カキと人類との広範で深い係り合い

しかし、海は無限に開発を許すほど寛大ではない

を考えれば、カキは 1 つの生物種にとどまらず、海

し、時には今回のような巨大津波によって、人類に

の生物ひいては海そのもの象徴であると言ってよい。

恐ろしいその一面を見せつける。それでもなお、三

したがって、
「海洋環境保全」
、
「機能食品としての

陸沿岸で被災した多くの伝統的漁民は、先祖伝来の

海洋生物」
、
「新素材としての海洋生物」などに関心

前浜を、畏怖しながらもこよなく愛しているのだ。

のあるあらゆる団体・個人に門戸を開くべきである。

余程の事情がない限り、専門職としての漁民の誇り

それを通して沿岸漁業の後継者不足が解消できれ
ば幸いだ。次世代の漁業を担ってくれる若者は、多
いほどよい。

と生きがいを捨てることはない。
彼らには、
「海を生かし、
海に生きる」ことを実践し、
さらにその意義と技術を、子孫と新規参入者に教育・

しかし、水産業、特に養殖漁業への新規参入に際

伝承していかなければならないという尊い使命があ

しては、事前に慎重な配慮を要する、幾多の条件が

る。それ故に彼らは、これを合言葉に前進すること

ある。筆者らが若かりし頃に植え付けられた開発至

以外に、東日本大震災を乗り越えることはできない

上主義、経済成長促進一本槍の精神がそのまま持ち

のだ。

込まれてはならないし、他方では、偏見に凝り固まっ
た環境保護論者でも困るのだ。

福島原発事故と水産業復興特区構想

環境特性と生物特性の合理的組み合わせを重視す
る地球環境調和型の水産増養殖システム、すなわち

既に、「はじめに」で触れた原発事故は、国の責任

「人と水環境と水産生物の調和」の追究の大切さを教

で早急に収束してもらわなければならないが、4 カ

育された若者の参入を期待したい。
このような、真の水産教育を担うのに最もふさわ
しいのは、先祖代々から家業として前浜を受け継い
できた漁民であろう。
筆者が好んで使う言葉に、
「海を生かし、海に生き

る流出、および排出基準を大幅に超える放射性物質
濃度の排水などの危険が続いている。
そして、現実問題として水産物から暫定規制値を
超える放射性物質が検出される事態が続いており、

る」がある。
「海を生かす」には 2 通りの意味が込め

そのために操業自粛を余儀なくされる事態や、風評

られている。1 つは、海を殺さぬこと、つまり海洋環

被害が発生している。

境を破壊しないように守ることである。もう 1 つは、
海を正しく活用することである。
両者を合わせて言うと、海の環境をできるだけ良
い状態に保ちながら、海洋の生物生産の余剰分をい
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月後の現在でもなお、高濃度汚染水の海洋への更な

カキについては、現在のところそのような懸念は
ないが、生産者や市場関係者は、水産庁や自治体が
実施する水産物の放射性物質検査の結果を注視して
いく必要がある。
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以上の原発事故とともに、突発的に出てきた水産

側と被災漁民側の双方に再び、精神的な落ち着きと

業復興特区構想は、もともと宮城県知事が提唱し、6

余裕が生まれた時に、じっくりと腰を据えて実りあ

月 25 日に東日本大震災復興構想会議から首相に答申

る議論をし、良い結論を出して欲しい。

された、
「復興への提言」に盛り込まれたものだ。

その時の議論は、開発至上主義、経済成長一本槍

現行の漁業法では、漁業権は漁業協同組合に優先

の精神の押し付けではなく、「地球環境調和型の水産

的に与えられるが、特区ではこの仕組みを改め（つ

増養殖システム」をベースにして、「海を生かし、海

まり、規制を緩和し）、民間企業の参入拡大を促す。

に生きる」ことを実践し、次世代へ伝承していくと

現行法でも、民間企業は漁協の組合員になれば、
漁業権の免許を取得できるのに、宮城県知事はなぜ
敢えて、このような特区構想をこのタイミングで執
拗に訴え続けたのか？

いう、専門家集団の一員としての漁民の誇りと生き
がいに配慮したものであって欲しい。
いわゆる特区構想の再提案に際しては、長い歴史
に裏打ちされた漁民独特の精神構造に踏み込み、彼

津波で自宅が流出や全壊し、家族に犠牲者が出て

らの使命感について理解を深めておくという、
“日頃

おり、カキ養殖再開の緊急性を強く感じながらも、

からの備え”がなければ、無用の反発を生むだけだ。

物理的にも精神的にもなかなか踏み出せなかった漁
民は、決して少なくなかったのだ。

おわりに

しかも、提唱に際して漁協関係者に何ら事前説明
がなかったという。これでは漁協側が反発するのは
無理もない。

東日本を襲った巨大地震・津波から 4 カ月が経過
した。甚大な被害を受け、一時は無力感・無能感に

既述のように、筆者は、カキ養殖などの沿岸漁業

苛まれていたカキ養殖漁民においても、自尊心・自

に従事する漁民が、高齢化に伴って減り続けている

己信頼が回復するにつれて、復興意欲が次第に高まっ

ことを深く憂慮している。この状況が続けば、わが

てきた。

国に蔓延する第 1 次産業軽視の風潮を払拭できない

しかし、例えば作業船やカキ原盤を挟み込むため

ばかりでなく、先進国で最低の食料自給率問題に全

のロープなどの養殖資材が不足しているなど、復興

く対応できなくなる。食料安全保障の観点から、こ

への道は極めて険しい。本来であれば、財政的裏付

れは国策的にも大問題だ。

けをもって国・県・漁協などが先導すべき復興体制が、

したがって、
「海を生かし、海に生きる」ことの大

全く機能していないからだ。復興は、被災者の自助

切さをよく理解し、今回の津波で大被害を受けたカ

努力と民間団体のボランティア活動だけに復興を任

キ養殖産業の復興のために真剣に向き合う者であれ

せておいてよいはずがない。

ば、あらゆる団体・個人に対して、新規参入を拒む

三陸沿岸では、今回に限らず、かなり頻繁に津波

べきではない。実際、壊滅的に被災したカキ養殖現

被害が発生していることを踏まえれば、産官一体と

場の一部では、民間企業と組むことで、新たな資本・

なって非常時用資材・資金等の確保について、“日頃

ノウハウ・人材の導入による早期の復興を期待して

からの備え”をしておくべきだ。

いるとも聞く。

われわれが東日本大震災から学んだ“日頃からの

かつて、世界に冠たる繁栄を誇ったわが国の水産

備え”の重要性は、養殖漁業・水産業の分野でも生

業を復権させるためには、導入可能であれば、民間

かされるべきだ。これからの養殖漁業・水産業の復

活力を有効に使うことが重要だ。本来、伝統的漁民

興計画の議論に際しても、十分な歴史的考察・現状

はあらゆる事態に対応できる柔軟性を有しているは

分析とともに、冷静な判断に基づいたタイミングで

ずで、外部からの活力導入に排他的になる理由はな

の事前説明、つまり準備が大切だ。

い。選択肢の 1 つとして検討すべきだ。
したがって、震災からある程度時間が経ち、知事

福島原発事故対応でも然りだ。確たる理念に基づ
かない場当たり的な行政対応ほど、社会を混乱させ
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るものはない。
それにしても、震災復興にかかわる国の対応に、

森勝義『フランス発のマガキ特異的カキヘルペスウ

スピード感が著しく欠如している。今回の大震災の

イルス新変種（OsHV － 1 μ Var）の世界的な感

ための復興基本法は、阪神・淡路大震災の時の 3 倍

染拡大』
（かき研究所ニュース No.26、2011 年〈4

の時間をかけ、6 月 20 日にやっと成立した。

月刊行〉
）

また、その後に答申された東日本大震災復興構想
会議の提言を踏まえて水産庁が策定した、水産復興
マスタープランが公表されたのは、実に 6 月 28 日で
ある。
このように遅い公表では、その内容が適切であっ
たとしても、緊急に支援を求めている被災現場の声
に必ずしも十分に応え得るものではない。
震災が頻発するわが国では、日常性に非日常性が

森勝義編『水産増養殖システム

3．貝類・甲殻類・

ウニ類・藻類』
（恒星社厚生閣、2005 年）
森勝義『海を生かし、海に生きる―私の教育・研究
論―』（東北大学全学教育広報（曙光）第 15 号、
2003 年〈4 月刊行〉
）
森勝義『第一次産業軽視の風潮に歯止めを』（近畿化
学工業界、1997 年〈3 月刊行〉
）
日本生体防御学会

森勝義編『食と生体防御―21 世

突然入り込んでくる、さまざまな事態を常に想定し

紀を生き抜くための健康増進戦略―』（発行：菜根

ていなければならないのであって、国レベルの“日

出版、発売：紀伊国屋書店、1999 年）

頃からの備え”は、特に重要だ。
「災害は忘れた頃にやってくる」と言われる。いろ
いろな意味で、災害への“日頃からの備え”の大切
さを再認識させられた、今回の被災体験であった。
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研究助成事業
お知らせ
平成 24 年度研究助成は、かき研究所研究助成審査委員会において慎重に審査した結果、下記の 3 件を採択しま
した。なお、平成 25 年度研究助成の応募要領は、9 月初旬に発表する予定です。

■研究課題：二枚貝綱カキ上科の分子系統解析および生息環境の変遷の解明
■申請者

：稲村研吾 （東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻

修士課程 1 年）

■研究目的：本課題は、カキ上科の潮間帯と浅海域という大きな 2 つの生息環境への適応と、それに伴う貝殻
微細構造の変化を系統進化学的に理解することを最大目標とする。その達成のために二つの目的
を設定する：
（1）遺伝子塩基配列の比較によるカキ上科の系統的実態の解明：遺伝子を用いて分子系統解析を
行い、カキ上科の信頼度の高い系統樹を構築する。
（2）系統樹上形質マッピングによるカキ上科の生息環境変遷およびそれに伴う微細構造の変化の
理解：推定した系統樹に生息域情報や SEM 観察で得た貝殻微細構造の情報をマッピングし、
カキ上科全体での貝殻構造と生息域との対応、およびそれらの進化的経路を解明する。

■研究課題：マガキ血球における貪食胞の形成と成熟
■申請者

：阿部史隆 （東北大学大学院農学研究科資源生物科学専攻

博士課程前期 1 年）

■研究目的：海産二枚貝のマガキにとって最も重要な生体防御反応は血球による異物の貪食である。
一般的に貪食された異物は、貪食胞内で殺菌・分解されるが、その仕組には酸素依存症と非依存
性の 2 つがある。前者は活性酸素による殺菌、後者はリソソーム酵素による分解である。マガキ
血球でも活性酸素は生成されるが、生成量の少なさや消去系が強い事から、直接的に殺菌に関与
している可能性は少ない。一方、至適 pH が酸性のリソソーム酵素が高い活性を保つために必要
な貪食胞内の酸性化も、数種の二枚貝で確認されているが、酸性化の過程は不明である。本研究
では、マガキ血球が貪食した細菌の殺菌過程で、酸素非依存性殺菌機構が関与するのかを明らか
にする。

■研究課題：マガキペプチドグリカン認識タンパク質 S1S(CgPGRP-S1S) の機能解析
■申請者

：飯塚真生 （東北大学大学院農学研究科資源生物科学専攻

博士課程前期 1 年）

■研究目的：Peptidoglycan Recognition Protein（ペプチドグリカン認識タンパク質、以下 PGRP と記す）は、
生体防御において重要なタンパク質であり、節足動物門から脊椎動物門までの幅広い生物種より
同定されている。PGRP は、獲得免疫がない節足動物昆虫類では強力な防御機構を構築している
ことが明らかにされており、注目を集めている。軟体動物二枚貝綱でも PGRP の存在が知られ
るようになってきたが、その機能については未だに不明な点が多い。本研究では 5 種類の PGRP
が同定されているマガキを用い、その一つマガキ PGRP-S1S(CgPGRP-S1S) の機能解析を試み、
PGRP の関与する二枚貝生体防御システムの解明を目標とする。
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シリーズ「世界のかき養殖場」スコットランド

1

2

3

4

5

1〜3：ライアン湖（Loch Ryan）に
おけるけた網操業の様子。
4：採集されたヨーロッパヒラガ
キ天然貝。
この中からマー
ケットサイズに達している貝
が選別される。
5：マーケットサイズの貝。
6 、7：マーケットサイズに達してい
ない貝は、さらに成長させる
ために海底へ戻される。

6

7

Copyright（C）Oyster Research Institute All Rights Reserved.

かき研究所ニュース
Oyster Research Institute News No.27 2012.3

平成24年3月26日
一般財団法人かき研究所
〒981-3217 仙台市泉区実沢字中山南31-5 双葉ビル6階
TEL 022-303-9033

FAX 022-303-9034

