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Ⅰ．事業実施計画の概要

 

１．研究開発の目的・目標および内容

（１）研究開発の目的

クロマグロ養殖では、仔魚から幼魚期の飢餓耐性が低く、他魚種と比較して初期

減耗が極端に大きいこと、またその育成には多量の餌を必要とするために種苗生

産にかかる餌料コストが高いことが問題となっている。クロマグロ種苗生産で与

える飼餌料は、「ワムシ、アルテミア、ふ化仔魚、魚肉ミンチ、配合飼料等」と成

長に合わせ変化させているが、仔魚期の餌であるアルテミアは 100%輸入に依存

している状況にあり、稚魚期においてはマダイやイシダイなどのふ化仔魚を餌と

して大量に供給する必要がある。このため、クロマグロ種苗生産のコスト削減と安

定的な生産のために、クロマグロの仔魚期から幼魚期における飼餌料の開発が急

務となっている。 
平成 22年 3 月に行われたワシントン条約締約国会議における国際的な資源管理

強化の動きを踏まえ、農林水産省では平成 22 年 3 月の「今後の資源管理の取り組

みに関する農林水産大臣談話」及び 5 月公表の「太平洋クロマグロの管理強化に

ついての対応」において、「資源状態に悪影響を及ぼすことのないクロマグロの完

全養殖についても、その技術の確立と普及・定着に努める」旨を明言している。さ

らに、平成 27 年１月からは中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）での国際合

意に基づき、30 キロ未満の小型魚の漁獲について、平成 14 年から平成 16 年まで

の年間平均漁獲実績から半減する措置が講じられている等、クロマグロ人工種苗

を用いた養殖用原魚の安定的確保が切迫した問題となっている。 
本事業では、クロマグロの完全養殖に不可欠な、安定的かつ効率的に人工養殖用

原魚の供給技術を開発するために、クロマグロ養殖において成長ステージで最も

飼餌料開発が困難である仔魚から幼魚期の飼餌料の開発を行うことを目的とする。

この目的を達成するために、仔稚魚期の餌料として新規高付加機能ワムシ品種

の開発を行う。また最近、代謝や消化吸収機能等を網羅的に解析する手法を用いて

魚類の成長成分等を特定することで、より効率の良い飼餌料開発が可能となって

きたことから、この手法を用いてクロマグロ幼魚期の飼餌料の開発を行う。 
 
（２）研究開発の内容

本事業（全体計画 3 年間）は、クロマグロ養殖において成長ステージで最も開発

が困難な仔魚から幼魚期の飼餌料の開発を行う。具体的には、海産魚の種苗生産に

必須な生物餌料であるワムシについて、アルテミアと同等のサイズで DHA や EPA
等の高度不飽和脂肪酸を高率で含有し、高密度培養が可能な新規高付加機能品種の

作出技術の開発を行う。また、クロマグロ等の配合飼料においては、生体内の代謝

産物をターゲットにしたメタボローム解析手法を用いて、飼料の消化吸収特性を網
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羅的かつ一斉把握することによって、より高い飼料効率と成長を可能にする配合飼

料を開発するための技術開発を行う。さらに、哺乳類等において腸内細菌叢（腸内

フローラ）が消化管内の代謝産物に大きな影響を与えることが知られていることか

ら、クロマグロの消化吸収生理をより多角的に理解し飼料開発に応用するため、腸

内フローラのメタゲノム解析も併せて行う。また、消化管内のメタボローム・メタ

ゲノム解析技術は魚類においては適用事例が少ないため、飼育実験が困難なクロマ

グロに先立って、個別飼育が容易かつ消化生理に関する知見の多いマダイやハタ類

を対象として予備的な検討も行う。本事業では、学識経験者等からなる検討委員会

を設け、検討委員の指導助言を受けつつ、適切に事業を推進する。

ア．検討委員会の設置・運営等

事業の実施計画、成果の取りまとめおよび技術的事項等に関する検討・審議並び

に本事業の実施結果についての評価を行うために、学識経験者および業界有識者を

もって構成する検討委員会を開催する。

 
イ．実施課題

（１） 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及び高機能・

高効率飼餌料の作成 
（１）－１：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 

平成 28～29 年度に開発した飼料吸収評価手法を活用し、（１）－２との連携により

飼料開発のための鍵因子を見出すことを目指す。平成 30 年度は特に、クロマグロ成

長等の表現型を解析することで、本種の代謝特性との関連情報の抽出を行う。この表

現型・代謝特性の統合解析を当該飼料開発に活かすことを目的とする。具体的には以

下の解析を実施する。 
・（１）－２において得られる、クロマグロの成長等の表現型情報を定量化する。この

際に得られた供試魚の筋肉等を、これまでに開発された飼料評価手法に適用する。 
・3 年間の実験で得られたデータを用い、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。 
・13C アミノ酸混合物を用いた安定同位体標識実験については、水溶性及び脂溶性  

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。 
 

（１）－２：クロマグロ等における飼餌料評価と高機能・高効率飼餌料の作成 
（１）－１と連携して、引き続きメタボローム解析による飼料及び栄養素の消化吸収

特性評価手法を開発し、クロマグロ幼魚の消化吸収特性に基づく飼料中栄養素の適

性を評価する。また、上記の知見を活用した飼料組成の改良と育成成績への影響評価

を行う。さらに、消化管内容物のメタボローム・メタゲノム解析を行い、クロマグロ

幼魚の消化・吸収特性に関する基礎的知見を得る。これらの知見を統合し、成長・生
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残に優れたクロマグロ幼魚用配合飼料を開発する。具体的には以下の解析を実施す

る。 
・連続人工消化系による飼料原料及び飼料の消化性スクリーニングを行う。また、得 
られた消化産物について NMR 分析を行い、クロマグロ幼魚における原料と飼料

の消化に関する知見を得る。 
・（１）－１で得られたメタボローム解析の結果を見直し、クロマグロ幼魚において特

に吸収性の高い栄養成分を更に選定し、その成分を強化した配合飼料を作製する。

これらの飼料を用いた中規模飼育試験を実施し、育成成績、体組成分析及び液化学

成分分析の結果より、飼料の有効性を評価する。 
・（１）－１で得られたメタボローム解析の結果から、クロマグロの代謝に重要である 
と考えられる栄養成分を選定し、その成分を添加した配合飼料を作製する。これら

の飼料を用いて小規模飼育試験を実施し、NMR によるノンターゲット分析及び関

連代謝物のターゲット分析を行うことで、添加した栄養成分が代謝等に与える影響

を評価する。 
 
（２） クロマグロ等の初期餌料に適した大型かつ高栄養ワムシ品種の作出技術の開発 

種苗生産の初期餌料として不可欠なワムシについては、種類や発生段階等の異なる

ワムシに対して、様々な種類及び方法で重イオンビームを照射し、それぞれの照射され

たワムシのサイズを調べて、ワムシの大型化の突然変異誘発のための適切な重イオン

ビーム照射方法の予備的検討を行う。また、大型化したワムシを選別して大型化形質の

保存方法を検討する。高栄養ワムシ等、機能強化されたワムシ品種の作出についても同

様に検討を行う。具体的には以下の解析を実施する。 
・ビーム照射で大型化したワムシを様々な条件（餌料種、水温、塩分等）で培養して、 

定期的にサイズ測定を行い、大型化の形質が維持保存できる環境条件や方法を開発 
する。 

・ビーム照射で大型化したワムシの餌料条件や増殖特性及び環境耐性等の大量培養に 
関する必要不可欠な情報を収集する。 

・大型化したワムシの培養に関する情報に基づいて、大量培養法と栄養強化法を試み 
大型化ワムシの適正な大量培養方法と栄養強化方法を開発する。 

・養殖対象種として重要な魚介類の種苗生産において、餌料生物としてビーム照射で 
大型化したワムシを給餌して、大型化ワムシの餌料としての有効性を評価する。 

・前年度までに L 型能登島株で至適化したビーム照射条件を用いて、当該株以外の系 
統でも変異体の作出が可能かどうかを検討する。 

 
 
 
 

 
 

羅的かつ一斉把握することによって、より高い飼料効率と成長を可能にする配合飼

料を開発するための技術開発を行う。さらに、哺乳類等において腸内細菌叢（腸内

フローラ）が消化管内の代謝産物に大きな影響を与えることが知られていることか

ら、クロマグロの消化吸収生理をより多角的に理解し飼料開発に応用するため、腸
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平成 28～29 年度に開発した飼料吸収評価手法を活用し、（１）－２との連携により

飼料開発のための鍵因子を見出すことを目指す。平成 30 年度は特に、クロマグロ成

長等の表現型を解析することで、本種の代謝特性との関連情報の抽出を行う。この表

現型・代謝特性の統合解析を当該飼料開発に活かすことを目的とする。具体的には以

下の解析を実施する。 
・（１）－２において得られる、クロマグロの成長等の表現型情報を定量化する。この

際に得られた供試魚の筋肉等を、これまでに開発された飼料評価手法に適用する。 
・3 年間の実験で得られたデータを用い、飼料成分の違いや成長性の違いに特徴付け
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性を評価する。また、上記の知見を活用した飼料組成の改良と育成成績への影響評価
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幼魚の消化・吸収特性に関する基礎的知見を得る。これらの知見を統合し、成長・生
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２．事業実施体制

国立研究開発法人水産研究・教育機構を代表機関とし、国立研究開発法人理化学

研究所、国立大学法人長崎大学、国立大学法人鹿児島大学、学校法人近畿大学、長

崎県総合水産試験場、林兼産業株式会社および株式会社 JEOL RESONANCE が参画

したクロマグロ養殖高機能・高効率餌料共同研究機関として、現在、国内でクロマ

グロの養殖用餌料の開発が可能で研究開発に取り組む機関（水産研究・教育機構、

鹿児島大学、近畿大学、林兼産業株式会社）を含む産学官連携による体制で実施す

る（図１）。

事業全体の進行管理役として国立研究開発法人水産研究・教育機構西海区水産研

究所まぐろ増養殖研究センター長を、また、進行管理補佐役として同機構西海区水

産研究所まぐろ増養殖研究センターグループ長を配する。さらに、水産庁との連絡

等窓口として同機構本部研究推進部の研究開発コーディネーター1 名を配する。
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図１．研究実施の体制
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構成員

技術評価
助言

事務報告

委託契約

 
 

２．事業実施体制

国立研究開発法人水産研究・教育機構を代表機関とし、国立研究開発法人理化学
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る（図１）。

事業全体の進行管理役として国立研究開発法人水産研究・教育機構西海区水産研

究所まぐろ増養殖研究センター長を、また、進行管理補佐役として同機構西海区水

産研究所まぐろ増養殖研究センターグループ長を配する。さらに、水産庁との連絡

等窓口として同機構本部研究推進部の研究開発コーディネーター1 名を配する。
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Ⅱ．事業全体の計画案

 
 
 
 
 
 
 
 

研究項目 

 

28年度 

 

29年度 

 

30年度 

 

課題名 

（１）メタボローム・メタゲノム解析による消化吸収特性評

価手法の開発及び高機能・高効率飼餌料の作成 

（１）-１ 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 

・クロマグロ等におけるメタボローム・メタゲノム解析手法

の開発 

・メタボローム・メタゲノム解析を用いた消化吸収特性に

関わる評価手法の開発 

 

（１）-２ クロマグロ等における飼餌料評価と高機能・高効

率飼餌料の作成 

・クロマグロ等における飼餌料の消化・吸収特性の解明 

・クロマグロ等の糞等に含まれる代謝産物のメタボローム

解析 

・飼餌料成分の至適化並びにその特性評価 

 

（２）クロマグロ等の初期餌料に適した大型かつ高栄養ワ

ムシ品種の作成技術の開発 

・ワムシの突然変異誘発に適切な重イオンビーム照射方

法の開発 

・大型化ワムシの形質保存方法の開発と栄養価評価 

・大型化かつ高栄養ワムシの高密度培養方法と栄養強

化方法の開発 
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Ⅲ．事業実施概要

１．検討委員会の設置・運営

・学識経験者 2 名及び業界有識者 1 名を委員とする検討委員会を設置した（表 1）。 
表１．当該事業の検討委員 

氏 名 所 属 機 関 等 役 職 

松原 孝博 国立大学法人 愛媛大学 南予水産研究センター 教 授 

濱崎 活幸 国立大学法人 東京海洋大学 学術研究院 教 授 

中平 博史 一般社団法人 全国海水養魚協会 専務理事 

 
・検討委員の出席を得て、平成 30 年度は以下の 3 回の検討委員会を開催した。 

第 1 回検討委員会：

平成 30 年 5 月 24 日 （クイーンズフォーラム会議室：神奈川県横浜市）

第 2 回検討委員会：

平成 30 年 10 月 24 日（近畿大学水産研究所：和歌山県西牟婁郡白浜町）

第 3 回検討委員会：

平成 31 年 2 月 7 日  （クイーンズフォーラム会議室：神奈川県横浜市）

 
２．課題実施概要

（１）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及び高機能・高効率
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ッティングすることが必要となる。
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した。

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に加えて、養殖エビや貝類等へも広く波及可

能と期待できる。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。

 
（１）－２ クロマグロ等における飼餌料評価を高機能・高効率飼餌料の作製

メタボローム解析の結果に基づき、吸収性の高い栄養成分としてタウリンを選定し、

タウリンを強化した配合飼料を作製し飼育実験を行った。各試験区のタウリン含量

（分析値）は無添加（実含量 0.75％、タウリン 2％添加（実含量：2.73％）、タウリン

4％（実含量：4.81％）とした。その結果、タウリン 2％添加区で体重、全長、飼料効

率が最も高く、血中化学成分の結果も良好であったことから、タウリンの飼料中の濃

度は 2.7％程度が適当と考えられた。また、タウリン添加により飼料脂質の利用性に

影響を与えることが強く示唆された。

飼料タンパクの消化性を向上させるため、特殊処理魚粉を原料としる飼料を試作し

in vitro 消化手法を用いて連続消化を行った。その結果、特殊処理魚粉飼料では胃〜腸

いずれの消化段階においても対照区の飼料より含窒素成分量が多く、消化性に優れて

いることが示唆された。そこで、特殊処理魚粉飼料を用いて給餌試験を行ったところ、

成長性に関しては有意な差は認められなかったが、糞の NMR 分析の結果から飼料中

のアミノ酸が効率的に吸収されていることが示唆された。

前年度に実施した 13C 標識アミノ酸の追跡実験により、クロマグロ稚魚の筋肉に

おいてヒスチジンが高濃度に蓄積されることが示唆された。そこでヒスチジン、ヒス

チジンを含むイミダゾールペプチドを添加した飼料を作製し飼育実験を行った。その

結果、ヒスチジン、イミダゾールペプチドを添加による成長、生残への影響は認めら

れなかった。一方、イミダゾールペプチドの添加により筋肉の pH 緩衝能が向上する

ことが明らかとなった。このため、イミダゾールペプチドの添加は筋肉の運動に影響

を及ぼす可能性が示唆された。

（２） クロマグロ等の初期餌料に適した大型かつ高栄養ワムシ品種の作出技術の開発

大型化の形質維持については、低塩分で維持されやすいことがわかった。新たに L
型ワムシ奄美株に炭素ビーム（LET 23keV/μm）を照射した結果、大型個体の出現は

150Gy のみで認められ、400Gy 以上では再生産しなくなった。適切な炭素ビームの照

射線量は、能登島株では 100～300Gy と推定されており、同程度の照射線量で L 型ワ
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