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課題別実施成果

課 題 番 号 （１）－１ 事 業実施 期間 平成 30 年度

中 課 題 名 メタボローム・メタゲノム解析による消化吸収特性評価手法の開発

小 課 題 名

主担当者（機関

名･氏名）
理化学研究所・菊地 淳

分担者（機関

名･氏名）

水産研究・教育機構・玄 浩一郎，高志利宣，樋口健太郎，相馬智史，沖田

光玄，林田貴雄，久門一紀，森岡泰三，橋本 博，江場岳史，石井慶太，

馬久地みゆき，安池元重，小磯雅彦

理化学研究所・伊達康博，坂田研二，朝倉大河，松本朋子

JEOL RESONANCE：西山裕介

鹿児島大学：横山佐一郎

林兼産業・森中 晃，三代健造，三宅謙嗣，門田洋二，大谷諒敬，吉田 歩

１．課題目標（期間全体）

主担当者らは実用魚に対するメタボロームおよびメタゲノム解析の適用は国内外でもいち早

く報告してきたが、最終目標とする消化吸収特性評価手法を確立するためには、当該期間内に

様々な技術課題をクリアし、飼料開発に即した評価技術へとフィッティングすることが必要とな

る。そこで、３年間の期間内に以下の４つの目標を設定する。

① 種々の環境要因に伴い、刻々と変動する代謝および魚類共生微生物叢の恒常性範囲を規定 
する。

② 生育段階および個体差の代謝物および共生微生物組成の変動範囲を規定する。

③ 飼料成分と共に変動する消化管内容物や筋肉成分と、糞便成分との関係性を解明する。

④  魚類個体の表現型と消化吸収特性との関係性を解明する。

こうしたステップアップを経ることで、新たな飼料開発に資する消化吸収特性の評価技術を開発

し、関連機関へ技術供与することで、クロマグロ等の飼料開発高度化に貢献する。

２．課題実施計画と成果概要

平成 年度計画（目的・方法・期待される成果）

目的：

本課題では、これまでに開発された飼料の消化吸収評価法を、課題（１）－２との強い連携に

より飼料開発のための鍵因子を見出すことを目指す。次年度は特に、クロマグロ成長や泳力等

の表現型解析を強く依頼することで、飼料開発にとって重要な魚類特性に応じた、クロマグロ

代謝特性との関連情報抽出に集中する。この表現型・代謝特性の統合解析を高機能・高効率な

配合飼料開発に活かすことを目的とする。

方法：

・課題（１）－２において遂行される、クロマグロ体長や肥満度等の表現型情報を定量化する。

この際に得られたクロマグロ糞便および筋肉を、これまでに開発された飼料の消化吸収評価法

に適用する。

・ 年間の実験で得られた全実験データを用い、機械学習モデルを構築して飼料成分の違いや成

長性の違いに特徴付けられる物質因子情報を抽出する。

課題別実施成果 
課 題 番 号 （１）－１ 事 業実施 期間 平成 30 年度 
中 課 題 名 メタボローム・メタゲノム解析による消化吸収特性評価手法の開発 
小 課 題 名  
主担当者（機関

名･氏名） 
理化学研究所・菊地 淳 

分担者（機関

名･氏名） 
水産研究・教育機構・玄 浩一郎，高志利宣，樋口健太郎，相馬智史，沖田

光玄，林田貴雄，久門一紀，森岡泰三，橋本 博，江場岳史，石井慶太，  馬
久地みゆき，安池元重，小磯雅彦 

理化学研究所・伊達康博，坂田研二，朝倉大河，松本朋子  

JEOL RESONANCE：西山裕介 

鹿児島大学：横山佐一郎 
林兼産業・森中 晃，三代健造，三宅謙嗣，門田洋二，大谷諒敬，吉田 歩 

 
１．課題目標（期間全体） 

主担当者らは実用魚に対するメタボロームおよびメタゲノム解析の適用は国内外でもいち早  

く報告してきたが、最終目標とする消化吸収特性評価手法を確立するためには、当該期間内に 

様々な技術課題をクリアし、飼料開発に即した評価技術へとフィッティングすることが必要とな 
る。そこで、３年間の期間内に以下の４つの目標を設定する。 

① 種々の環境要因に伴い、刻々と変動する代謝および魚類共生微生物叢の恒常性範囲を規定  
する。 

② 生育段階および個体差の代謝物および共生微生物組成の変動範囲を規定する。 
③ 飼料成分と共に変動する消化管内容物や筋肉成分と、糞便成分との関係性を解明する。 
④  魚類個体の表現型と消化吸収特性との関係性を解明する。 

こうしたステップアップを経ることで、新たな飼料開発に資する消化吸収特性の評価技術を開発 

し、関連機関へ技術供与することで、クロマグロ等の飼料開発高度化に貢献する。 

 
２． 課題実施計画と成果概要 
(1) 平成 30 年度計画（目的・方法・期待される成果） 

目的：  

本課題では、これまでに開発された飼料の消化吸収評価法を、課題（１）－２との強い連携に 

より飼料開発のための鍵因子を見出すことを目指す。次年度は特に、クロマグロ成長や泳力等の 

表現型解析を強く依頼することで、飼料開発にとって重要な魚類特性に応じた、クロマグロ代謝 

特性との関連情報抽出に集中する。この表現型・代謝特性の統合解析を高機能・高効率な配合飼 

料開発に活かすことを目的とする。 

 

方法：  

・課題（１）－２において遂行される、クロマグロ体長や肥満度等の表現型情報を定量化する。こ

の際に得られたクロマグロ糞便および筋肉を、これまでに開発された飼料の消化吸収評価法に適

用する。 

・3年間の実験で得られた全実験データを用い、機械学習モデルを構築して飼料成分の違いや成  

長性の違いに特徴付けられる物質因子情報を抽出する。 
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・安定同位体 アミノ酸混合物標識実験については、水溶性および脂溶性成分も更なる詳細な

解析を進めることで、アミノ酸代謝様式の全体像を把握する。

期待される成果：

・クロマグロ表現型と代謝特性との関連情報が抽出され、特に飼料成分を変えてクロマグロ表現

型が改善されることで、例えば沖出し後の生存率が高くなるなど、水産現場で期待される飼料

開発に結び付く。

・積年の代謝実験データを蓄積していくことで、将来においても同様の代謝実験を遂行していく

際、比較解析を遂行できる基盤的データが遺る。

平成 年度成果概要

昨年度に引き続き、主担当者らが従来から蓄積してきた重水緩衝液および重水素化 の

極性および半極性低分子物質データベース、ならびに 溶媒の高分子物質データベースに

加え、重水素化 溶媒の非極性物質データベースを充実化させ、飼料や糞便の混合物から

低分子 高分子ならびに極性 非極性分子を網羅的に解析する系を構築した。

特に 3 年分の筋肉プロファイルから各年の実験系の違いに左右され難い肥満度を特徴付け

る代謝物因子に着目すると、後述する Taurine や Creatine が重要因子となっていることを見出

した。
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さらに、Taurine 摂食実験では脂溶性成分、特に飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の割合が変化する

ことも見出した。こうした知見は出荷サイズのクロマグロ成魚の飼料開発に適用すれば、肉中

の脂の乗り具合や食感等を制御する技術へと展開できる可能性も期待できる。

前年度までに様々な飼料成分を変化させた消化吸収特性の評価実験を遂行してきたが、上述

のようにアミノ酸から代謝される Taurine や Creatine に着目すると、鍵となる反応を追跡でき

る可能性が示唆された。そこで外部からの入力（飼料）と内部（特に筋肉）での消化吸収、

そして再び外部への出力（糞便）への追跡が可能な実験系として、安定同位体 13C 標識アミノ

酸混合物を用いた飼料代謝追跡実験系を構築した。その結果、筋肉中の Creatine は Gly と Lys
を出発源として Guanidinoacetate を経て合成されていること、また His に関しては１週間を超

える長いターンオーバーの時間スケールで筋肉に蓄積され続けることを見出すことができた。

・安定同位体 アミノ酸混合物標識実験については、水溶性および脂溶性成分も更なる詳細な

解析を進めることで、アミノ酸代謝様式の全体像を把握する。

期待される成果：

・クロマグロ表現型と代謝特性との関連情報が抽出され、特に飼料成分を変えてクロマグロ表現

型が改善されることで、例えば沖出し後の生存率が高くなるなど、水産現場で期待される飼料

開発に結び付く。

・積年の代謝実験データを蓄積していくことで、将来においても同様の代謝実験を遂行していく

際、比較解析を遂行できる基盤的データが遺る。

平成 年度成果概要

昨年度に引き続き、主担当者らが従来から蓄積してきた重水緩衝液および重水素化 の

極性および半極性低分子物質データベース、ならびに 溶媒の高分子物質データベースに

加え、重水素化 溶媒の非極性物質データベースを充実化させ、飼料や糞便の混合物から

低分子 高分子ならびに極性 非極性分子を網羅的に解析する系を構築した。

特に 3 年分の筋肉プロファイルから各年の実験系の違いに左右され難い肥満度を特徴付け

る代謝物因子に着目すると、後述する Taurine や Creatine が重要因子となっていることを見出

した。
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特に His の飼料代謝効果をさらに確認するために、今年度は His および筋肉中で生産される

乳酸からの pH 緩衝効果が期待される、Anserine や Carnosine といった Imidazole ペプチドを混

合した飼料についても追加実験を遂行した。すると予期していた通り、Anserine は筋肉に取り

込まれ易く、なおかつ乳酸が増えた個体で同期して Anserine が増加することも見出した。一方

で糞便代謝物組成と比較すると、His や anserine は糞便中に殆ど排出されない一方、筋肉中に

取り込まれることも示すことができた。
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最後に、3 年間で蓄積した NMR データを表現型に基づき機械学習モデリングした。

特に His の飼料代謝効果をさらに確認するために、今年度は His および筋肉中で生産される

乳酸からの pH 緩衝効果が期待される、Anserine や Carnosine といった Imidazole ペプチドを混

合した飼料についても追加実験を遂行した。すると予期していた通り、Anserine は筋肉に取り

込まれ易く、なおかつ乳酸が増えた個体で同期して Anserine が増加することも見出した。一方

で糞便代謝物組成と比較すると、His や anserine は糞便中に殆ど排出されない一方、筋肉中に

取り込まれることも示すことができた。
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3 年間で蓄積したメタボロームのビッグデータを機械学習させることで、体長、体重、肥満 
度に関する回帰モデルを作成することができた。当該機械学習モデルは、年毎にデータ蓄積さ 
れるほど精度向上するモデルとなっている。特に各年の実験系の違いに左右され難い肥満度モ

デルに着目すると、後述する Taurine や Creatine が重要因子となっていることを見出した。

３．今後の問題点等

本事業で遂行した一連の評価手法、例えば飼料成分を変化させてからの筋肉や糞便代謝物の

変化、ならびに毎年蓄積される NMR データを機械学習させることで、肥満度や体長といった

養殖形質に関わる重要因子を見出し、その知見を飼料開発に還元する手法は、クロマグロ以外

の多くの魚類、さらには養殖エビや貝類等へも広く波及可能と期待できる。
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４．成果の公表

・坂田 研二、朝倉 大河、相馬 智史、馬久地 みゆき、伊達 康博、横山 佐一郎、菊地 淳．

クロマグロ稚魚における飼料入力糞便出力の代謝反応場追跡手法の開発．日本農芸化学会

2018 年度大会

3 年間で蓄積したメタボロームのビッグデータを機械学習させることで、体長、体重、肥満 
度に関する回帰モデルを作成することができた。当該機械学習モデルは、年毎にデータ蓄積さ 
れるほど精度向上するモデルとなっている。特に各年の実験系の違いに左右され難い肥満度モ

デルに着目すると、後述する Taurine や Creatine が重要因子となっていることを見出した。

３．今後の問題点等

本事業で遂行した一連の評価手法、例えば飼料成分を変化させてからの筋肉や糞便代謝物の

変化、ならびに毎年蓄積される NMR データを機械学習させることで、肥満度や体長といった

養殖形質に関わる重要因子を見出し、その知見を飼料開発に還元する手法は、クロマグロ以外

の多くの魚類、さらには養殖エビや貝類等へも広く波及可能と期待できる。
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