
目 的

真珠の品質を決定している重要な要素である ｢巻き｣

の改良を目的として, 厚巻きおよび薄巻き真珠を生産し

たアコヤガイを選抜して次世代を生産し, これに挿核施

術を行って選抜の有効性を検討する｡ 前期 (平成９～��

年度) は第一世代で, 後期 (平成��～��年度) は第二世

代を用いて選抜効果を確認する計画であり, 本年度は平

成��年度に生産した厚巻きと薄巻き両系統の第二世代に

挿核施術を行って真珠の巻きの違いを調べた｡ 結果の詳

細は関連報文に掲載したのでここではその概略を記す｡

方 法

(�) 平成��年度に生産して平成��年度まで育成した厚巻

きおよび薄巻き両系統の３年貝を用いて表１に示すよ

うに真珠生産試験を行った｡

(�) 挿核施術は２地区 (阿曽浦・浜島浦) の２名が行っ

てそれぞれが管理し, 塩屋浦分は浜島浦の施術者が２

月に実施したものを水産研究部が管理した｡

(�) ��月に真珠を採取してノギスで真珠直径を測定後に,

巻き以外の要素 (光沢とキズ) を加味して商品真珠の

出現率を調べた｡

結果の概要

(�) 真珠生産結果を表２に示した｡ ３地区の巻きには,

前期に確認したと同様, 漁場環境や管理によると思わ

れる個人差が認められた｡

(�) しかし, ともに厚巻き区の巻きが薄巻き区より優っ

ていて, その差は統計的に有意であった｡
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表１ 施術貝の育成状況

表２ 真珠測定結果
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(�) 浜島浦分は第二世代を生産した親貝別に挿核施術を

行っており, その結果は表３に示すように厚巻き区は

５組とも薄巻き区 (４組) より巻きが優っていた｡

(�) 前期は７名中６名で厚巻き区の巻きが薄巻きより大

きく, 後期でも３地区全てで同様の結果が得られたこ

とは厚巻き真珠生産貝の選抜が巻きの改良方法として

有効であることを証明したと言えよう｡

(�) 商品真珠比率は巻きの厚さを反映しており, 薄巻き

真珠の解消が生産効率を上げ得ることを示している｡

考 察

厚巻き真珠の生産には環境, 管理など多くの要因が関

係しているが, 母貝の巻き能力差やその遺伝性について

の知見はほとんどない｡ 本研究では ｢巻き｣ に遺伝が関

与していることを前後期２回にわたって確認できた｡ ま

た, 前後期ともに厚巻き区のへい死率が薄巻き区より低

いという結果も得られた｡ 厚巻き真珠は養殖期間を通し

て良好な健康状態が維持されて活発な代謝が行われたと

きに生産されると考えられることから, 真珠の巻きを指

標にした選抜は総合的な環境適応性の改良に有効であり,

結果としてへい死と巻きの双方に選抜効果が表れたと考

えられた｡ 今後は ｢母貝の巻き能力差｣ を裏付ける生理

的違いを明らかにして育種に繋げていく必要がある｡
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表３ 真珠測定結果 (浜島浦分)
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