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Ⅰ. 事業実施計画の概要 

 

１．研究開発の目的・目標及び内容 

１）研究開発の目的 

現在、クロマグロ養殖では、養殖用種苗のほぼ全量を天然資源に依存し、種苗確保が不安

定で、かつ、資源への影響が懸念されている。 

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いて、ワシントン条約附属書Ⅰへ

の大西洋クロマグロ掲載の提案や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の技術の確立と普及に努める、としている。 

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良質な卵を採卵でき

る親魚を確保するため、飼育下において3年程度での初回産卵（早期成熟）、種苗時期での

高生残、マダイイリドウイルス病への高い抵抗性などの優良な形質を有する個体を選別し養

殖最適親魚群を形成するための技術開発を目的とする。 

この目的を達成するため、上記の優良形質を有する個体を親魚候補として選別するための

ゲノム上の目印となるDNAマーカーの開発を行う。加えて、DNAマーカーを指標とした優

良形質を有する特定の個体同士を計画的に交配していくための基盤的な技術として、マグロ

のハンドリング技術や精子保存技術の開発を行う。 

 

２）研究開発の内容 

本事業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良質な卵を採卵できる親

魚を確保するため、早期成熟、種苗期高生残、耐病性などの優良な形質を有する個体を選別

し親魚群を形成するための技術について、クロマグロゲノムデータベースなどの科学的知

見・技術や豊富な飼育技術等保有する高い研究能力を活用して検討する。具体的には、優良

形質に関連するDNAマーカーの探索・開発及び基盤的な技術としてマグロのハンドリング

技術や精子保存技術を開発することを目標とする。また、学識経験者等からなる委員会を設

け、事業の実施計画及び推進方法並びに技術開発の手法等を検討・審議し、本事業の実施結

果について評価する。 

 

(1) 検討委員会の設置・運営 

事業の実施計画、成果の取りまとめ及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、学識経験者及び業界有識者をもって構成する委

員会を開催する。 

 

(2) 実施課題 

以下の４つの中課題を実施する。 

 

中課題1：クロマグロの連鎖地図の開発 

クロマグロの人工種苗とその親魚を用いてマイクロサテライトマーカーの連鎖地図の作

製を継続する。１つの実行課題を実施する。 

①形質関連 DNA マーカー選別のための連鎖地図の作製 
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中課題２：クロマグロの早期成熟関連 DNA マーカーの開発 

早期成熟に関連した遺伝子を絞り込むため、クロマグロの親魚や人工種苗において遺伝

子の発現動態の解析を継続し、連鎖解析を行うとともに、人工催熟が可能な近縁魚種にお

いて得られた情報を基にクロマグロのバイオインフォマティックス解析を開始する。飼育

魚群及び天然漁獲群において成熟度を調査し、DNA マーカー分析のための試料の集積を

行う。以上を２つの実行課題に分けて実施する。 

 ①クロマグロ及び近縁モデル魚種の発現遺伝子情報を用いた早期成熟関連遺伝子の探索 

 ②天然および飼育成熟魚における候補マーカーの探索 

 

中課題３：クロマグロの高成長、高生残及び耐病性関連 DNA マーカーの開発 

種苗期高生残及び耐病性等に関連した遺伝子を絞り込むため、連鎖解析を行う。種苗生

産過程での高成長・高生残に関しては、生残・成長に関わる骨形成異常の連鎖解析に向け、

家系間比較を行う。耐病性に関しては、クロマグロ稚魚のマダイイリドウイルスに対する

感受性について連鎖解析を行う。以上を２つの実行課題に分けて実施する。 

 ①種苗期の高生残ＤＮＡマーカーの開発 

②複数家系の混合飼育試験及び生体防御関連遺伝子情報を利用した耐病性関連マーカーの

開発 

 

中課題４：DNA マーカーを活用した親魚選抜のためのハンドリング等基礎技術の開発 

稚魚及び幼魚のハンドリング技術や網生け簀での採卵装置を改良する。人工授精の基盤

的な技術確立に向け、クロマグロの親魚に適した安全な鎮静剤投与技術と投与後の蘇生技

術の開発を行う。生体材料を用いた性及び成熟度判別技術の簡便化、及びこれまで凍結し

たクロマグロの精子の活性測定を行う。以上を３つの実行課題に分けて実施する。 

 ①親魚候補魚の遺伝情報管理のためのハンドリング技術の開発 

②鎮静剤等を用いた安全なハンドリング技術の開発 

③性及び成熟度判定技術と精子の保存及び評価技術の開発 

 

２．事業実施体制 

独立行政法人水産総合研究センターを代表機関とし、九州大学、愛媛大学、長崎大学、東

京海洋大学、鹿児島大学、近畿大学、福山大学、甲子園大学、マルハニチロ株式会社、有限

会社奄美養魚が参画した「クロマグロ養殖最適親魚選抜・確保技術開発委託事業」共同研究

機関として、現在国内でマグロの種苗生産が可能で研究開発に取り組む機関（水産総合研究

センター・近畿大学・マルハニチログループ）を含む産学官連携による体制で実施する（図

１）。 
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図１ 研究実施の体制 

委託契約 委託費 実施報告 

進行管理 中央水産研究所水産遺伝子解析センター長 

進行管理補佐 西海区水産研究所まぐろ増養殖研究センター長 

連絡窓口 本部研究開発コーディネーター 

 

水産庁 

福山大学 

甲子園大学 

マルハニチロ株式会社 

有限会社奄美養魚 

 

中央水産研究所 

西海区水産研究所 

増養殖研究所 

国際水産資源研究所 

北海道区水産研究所 

国立大学法人九州大学 

国立大学法人愛媛大学 

国立大学法人長崎大学 

国立大学法人東京海洋大学 

国立大学法人鹿児島大学 

近畿大学 

協定に基づく資金請求・交付・ 
実績報告 

瀬戸内海区水産研究所 

代表機関 独立行政法人水産総合研究センター 

共同研究機関（構成員） 

クロマグロ養殖最適親魚選抜・確保技術開発委託事業 

共同研究機関 
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Ⅱ. 平成 26 年度事業実施概要 

 

１. 課題別成果の概要 

1) クロマグロの連鎖地図の開発（中課題１） 

 形質関連 DNA マーカー選別のための連鎖地図の作製では、273 マーカー座位で平均遺伝距

離 2.9cM の雄連鎖地図、265 マーカー座位で平均遺伝距離 3.5cM の雌連鎖地図が作製された。

両者ともにクロマグロ染色体数（24 対）に一致する 24 の連鎖群で構成される。この連鎖地

図上の MS マーカーの配置から、スキャフォルド総塩基長の 15.6%に相当する 115.7 Mbp の

スキャフォルドの位置情報を明らかにすることが出来た。また、成熟関連遺伝子近傍から連

鎖地図作成家系で多型性を示す 136 個の MS マーカーの開発に成功した。さらに、昨年度に

生体防御関連遺伝子近傍から開発した 58 個の MS マーカーを連鎖地図上にマッピングした

（小課題 1-①）。 

 

2) クロマグロの早期成熟関連 DNA マーカーの開発（中課題２） 

 クロマグロ及び近縁モデル魚種の発現遺伝子情報を用いた早期成熟関連遺伝子の探索で

は、クロマグロで未熟期と成熟期を比較し、2 倍以上の発現変動を示す遺伝子を下葉で 733

個、脳下垂体で 125 個、視床下部で 531 個、卵巣で 353 個、肝臓で 382 個見出した。また、

近縁種で成熟段階別の遺伝子発現解析を行い、2 倍以上の発現変動を示す遺伝子として、カ

ンパチ脳で 238 個、カンパチ卵巣で 1,851 個、マサバ脳で 1051 個、マサバ脳下垂体で 2,306

個を特定した。これらのうち、カンパチ脳の 18 個、カンパチ卵巣の 117 個、マサバ脳の 66

個、マサバ下垂体の 238 個は、クロマグロでも相同な遺伝子が成熟に伴い発現変動を示す遺

伝子であり、これらはクロマグロの早期成熟に関連した遺伝子の最も有力な候補と考えられ

た。また、これまでに知られている成熟関連遺伝子（381 個）と上記の手法で成熟に伴う発現

変動が顕著なものおよび近縁種でも共通に変動が見られる遺伝子（1,531 個）の合計 1,912 個

の遺伝子についてそのエクソン部分の変異を調べ、早期成熟マーカー開発のために必要な遺

伝子の多型情報約 4 万個を得た（小課題 2-①）。 

 天然ヨコワ並びに人工種苗由来の養殖親魚の群成熟率を比較したところ、天然ヨコワ由来

の親魚の成熟率が 15%であったのに対して、人工種苗由来の親魚では 100%と、昨年度と同

様に、継代交配した人工種苗由来の親魚では早期成熟を示す傾向にある。また、成熟関連遺

伝子 1,912 個に見出された SNP のうち、成熟群と未成熟群の２群間で出現頻度に偏りがみら

れる SNP が明らかとなった。これらの SNP は家系に依存しない普遍的なマーカーで有り、

早期成熟に関連したマーカーの最も有力な候補と考えられた。さらに、成熟個体群 14 尾およ

び未熟個体群 15 尾のゲノム DNA を用いて RAD ライブラリーの作製ならびに Illumina Hi-

Seq 2000 によるシーケンスを行った結果、これまでに 1 個体あたり 500 万リード（100×カバ

レージ）以上のデータの取得に成功した（小課題 2-②）。 

 

3) クロマグロの高成長、高生残及び耐病性関連 DNA マーカーの開発（中課題３） 

 平成 23～25 年度に西海区水研奄美庁舎で実施された 5 つの種苗生産事例の 4 事例におい

て、関与する雌親の組成の大きな変化が種苗生産の前半（日齢 1～18）に観察された。特に、

雌親#412 の子供は検出される割合が常に減少する傾向にあった。また、日齢 14 の種苗を用

いて家系間で発現パターンを比較した結果、約 7,000 の遺伝子について有意な発現量の違い

が検出された。そのうち発現量が 10 倍以上異なっていたものの中には消化に関わる遺伝子
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が比較的多く含まれていた。（小課題 3-①）。 

 腹腔内および筋肉内へのワクチン接種後の免疫関連遺伝子の発現変動を解析した結果、腹 

腔内接種区では IL-1βや TNFαなどの炎症性サイトカインの上昇が認められた。また、腹腔

内および筋肉内接種区いずれにおいても MHCIIα が上昇する傾向が認められ 

た（小課題 3-②）。 

 

4) DNA マーカーを活用した親魚選抜のためのハンドリング等基礎技術の開発（中課題４） 

 ハンドリングストレスについて、クロマグロ稚魚及び幼魚とシマアジ稚魚（体重約 12 g）、

カンパチ幼魚（体重約 150 g）とを比較した結果、クロマグロ稚魚及び幼魚のストレス反応は

カンパチ幼魚よりもシマアジ稚魚に近いことが明らかとなった。また、負荷が少ない個体識

別タグの探索については、タグの大量生産を可能にするために、標識メーカーに依頼して市

販型の標識の作成を進めている。平成 27 年 3 月末までには完成の予定。さらに、バッテリー

で半日程度動作可能な採卵装置を作成し、円形 7 トン水槽（直径 3 m，深さ 1.5 m）で動作を確

認した。配管等を改良後の円形 50 トン水槽（直径 6 m，深さ 1.85 m）でのマダイ卵の回収率は

29.7%であった（小課題 4-①） 

 麻酔銃用注射筒を使用した水中投与方法を改良し、クロマグロ親魚に対する実際的な不動

化試験を 7月と 10月に実施した。クロマグロ人工 3歳魚に対して、動物用鎮静剤Medetomidine

を水中銃によって投与し、不動期に達した個体をクレ－ンで船上に揚架した後、粘液等の採

取を行った。次に、麻酔剤の拮抗剤 Atipamezole を複数濃度投与し蘇生状況を観察した。その

結果、2 尾について蘇生 24 時間後の生残が確認された（小課題 4-②）。 

 クロマグロ幼魚を対象とした早期性判別法開発では、従来の内視鏡法に加え、よりダメー

ジが少ない超音波診断法がクロマグロでも応用可能であると考えられた。一方、遺伝子を用

いた超早期性判別法では、これまでより小型の個体を対象とした場合でも、3種類の性特異

遺伝子を用いることで性判別が可能であることが分かった。また、非常に困難とされるクロ

マグロ未受精卵の採取に初めて成功し、これまでに開発した精子活性判定法の有効性が裏付

けられた。他の魚種と同様に、クロマグロの精子は凍結により受精能は 10分の 1程度に低

下すること、さらに、運動比率のほうが運動速度より受精率に対する寄与が大きいことが分

かった（小課題 4-③）。 
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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 26 年度 

中 課 題 名 クロマグロの連鎖地図の開発 

小 課 題 名 形質関連 DNA マーカー選別のための連鎖地図の作製 

主 担 当 者 東京海洋大学・坂本 崇 

分 担 者 水産総合研究センター・菅谷琢磨 , 斉藤憲治 , 関野正志 

 

1. 課題目標 

 本課題においては、クロマグロの全ゲノム解析データベースを活用したマイクロサテライト

マーカーの開発を行い、その中で、クロマグロ親魚及び人工種苗での親子鑑定が可能なマイク

ロサテライトマーカーを選抜するとともに、マイクロサテライトマーカーが 200 座配置された

連鎖地図を作成することを目標とする。 

 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26 年度計画 

目的：養殖魚類の優良遺伝形質を解析するためには、遺伝マーカーを配置した連鎖地図の作成

が有効である。ひとたび連鎖地図を作成すれば、各種の優良遺伝形質に関連する遺伝子座

について全ゲノム上を効率よく探索することができる。そこで本課題においては、クロマ

グロの人工種苗とその親魚を用いたマイクロサテライトマーカーを基盤とした連鎖地図を作

成することを目的とする。 

方法： 

・ まぐろ増養殖研究センター（奄美庁舎）で生産され、平成 24 年度に選定したクロマグロ（多

親魚交配群）の 1 対 1 交配家系（同胞）を用いて、連鎖地図作成を行う。 

・ これまでに、クロマグロ概要配列の約 17,000 本のスキャフォルドから、配列長の長い上位

1,000 本を選択し、メダカゲノム情報との相同性が見られた 754 本から 331 個の MS マーカ

ーを開発した。これらの MS マーカーを用いて、より詳細な連鎖地図作成を行う。 

・ 他グループの発現解析結果から提供される優良形質（成熟及び生体防御）関連の遺伝子の情

報より、それら遺伝子近傍から MS マーカーを開発する。 

期待される成果： 

・ 配置される MS マーカーの数が増え、遺伝マーカーがより充実したクロマグロ連鎖地図が作

成される。 

・ 優良形質（成熟及び生体防御）関連の遺伝子近傍 MS マーカーの開発できると考えられる。 

 

（2） 26 年度成果概要  

・ これまでに開発した MS マーカー398 座位を用いて、連鎖地図作成を作成した。1 対 1 交配

家系（同胞）では、約 84.0%（334/398）に相当する MS マーカー座位が多型性を示した。 

・ 雄連鎖地図は 273 マーカー座位、雌連鎖地図は 265 マーカー座位から構成され、ともにクロ

マグロ染色体数（24 対）に一致する 24 の連鎖群が得られた。 

・ マーカー座位間の平均遺伝距離は雄地図 2.9cM、雌地図 3.5cM であった。 

・ このクロマグロ連鎖地図上の MS マーカーの配置から、スキャフォルド総塩基長の 15.6%に

相当する 115.7Mbp のスキャフォルドの位置情報を明らかにすることが出来た。 

・ 他グループの発現解析結果から提供される優良形質（成熟及び生体防御）関連遺伝子の情報

より、それら遺伝子近傍からのマーカー開発に着手し、これまでに成熟関連遺伝子近傍から
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連鎖地図作成家系で多型性を示す 136 個の MS マーカーの開発に成功した。 

・ さらに、昨年度に生体防御関連遺伝子近傍から開発した 58 個の MS マーカーを連鎖地図上

にマッピングした。 

 

3. 成果の公表 

・ Construction of genetic linkage maps using the whole genome sequence of Pacific Bluefin Tuna.  

T. Uchino, Y. Nakamura, M. Sekino, W. Kai, A. Fujiwara, M. Yasuike, T. Sugaya, M. Sano and T. 

Sakamoto. 10th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference. 2014.05. Taipei, Taiwan. 

11



課題別実施成果 

課 題 番 号 2-① 事 業 実 施 期 間 平成 26 年度 

中 課 題 名 クロマグロの早期成熟関連 DNA マーカーの開発 

小 課 題 名 クロマグロ及び近縁モデル魚種の発現遺伝子情報を用いた早期成熟関連遺伝子

の探索 

主 担 当 者 水産総合研究センター・奥澤公一 

分 担 者 水産総合研究センター・清水昭男, 馬久地みゆき, 尾島信彦, 安池元重, 菅谷琢磨, 

藤原篤志, 中村洋路, 玄 浩一郎, 二階堂英城, 久門一紀, 田中庸介, 江場岳史, 樋口

健太郎, 塩澤 聡, 岡 雅一, 風藤行紀 , 濱田和久 , 加治俊二 

九州大学・松山倫也 

長崎大学・征矢野  清  

マルハニチロ/奄美養魚・伊藤 暁, 内藤信二, 古橋 洋, 神村祐司, 小野寺 純 

 

1. 課題目標 

① クロマグロに近縁で、成熟コントロールが可能なカンパチおよびマサバを材料として、脳

下垂体、生殖腺などの成熟関連組織で発現する遺伝子の解析を行い、早期成熟個体と通常

個体との間で発現パターンが異なる遺伝子（早期成熟のマーカー遺伝子）を探索する。次

に、クロマグロゲノムデータベースにおいてバイオインフォマティクス分析を行い、近縁

魚種で検出された遺伝子と相同な早期成熟マーカー候補遺伝子を探索する。 
② クロマグロの成熟関連組織における発現遺伝子の網羅的な解析を行い、発現遺伝子情報を

カタログ化する。この情報を基に成熟度の異なる個体間での遺伝子発現パターン比較を行

い、成熟関連遺伝子を同定する。さらに、初回成熟に関する早期成熟のマーカー遺伝子を

探索する。 
 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26 年度計画 

目的：早期成熟に関連した遺伝子を絞り込むため、クロマグロのゲノム情報に基づいて開発し

た DNA マイクロアレイや、次世代シーケンサーを用い、クロマグロの親魚や人工種苗

において遺伝子の発現動態の解析を継続し、連鎖解析を行うとともに、人工催熟が可能

な近縁魚種において得られた情報を基にクロマグロのバイオインフォマティックス解析

を開始する。 

方法： 

・ 引き続き次世代シーケンサー及び DNA マイクロアレイを用いたクロマグロ親魚及び人工

種苗での成熟段階別の成熟関連組織における遺伝子発現解析を行い、成熟に伴う遺伝子の

動態を解析する。 

・ カンパチ及びマサバ等の近縁魚種についても平成２５年度に引き続き成熟段階別の遺伝

子発現解析を行うとともに、平成２５年度までに実施した近縁魚種での発現解析結果から

成熟関連候補遺伝子を抽出し、クロマグロのゲノム情報を利用してそれらと相同なクロマ

グロの遺伝子を探索する。 

・ 候補遺伝子抽出については従来法に加え、エクソンキャプチャー等による候補遺伝子の選

別を試みる。 
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期待される成果： 

・ クロマグロの早期成熟に関連した遺伝子の候補が得られる。 

・ 得られた候補遺伝子について、早期成熟マーカー開発のために必要な遺伝子の多型情報が

得られる。 

 

（2） 26 年度成果概要  

・ 次世代シーケンサーを用いてクロマグロ親魚及び人工種苗での成熟段階別の成熟関連組

織（脳下垂体、下葉、視床下部、卵巣、肝臓）における遺伝子発現解析（RNA-seq）を行

い、成熟に伴う遺伝子の動態を解析した。未熟期と成熟期との比較において 2 倍以上の発

現変動を示した遺伝子は下葉では 733 個、脳下垂体では 125 個、視床下部では 531 個、卵

巣では 353 個、肝臓で 382 個であった。 

・ マイクロアレイを用いてカンパチでは脳と卵巣、マサバでは脳と脳下垂体について成熟段

階別の遺伝子発現解析を行った。2 倍以上の発現変動は、カンパチ脳で 238 個、カンパチ

卵巣で 1851 個、マサバ脳で 1051 個、マサバ脳下垂体で 2306 個であった。これらのうち、

カンパチ脳で 18 個、カンパチ卵巣で 117 個、マサバ脳で 66 個、マサバ下垂体で 238 個が

クロマグロでも成熟に伴う発現変動を示す遺伝子であった。これらは現状においてクロマ

グロの早期成熟に関連した遺伝子のもっとも有力な候補と考えられる。 

・ 候補遺伝子の抽出について、上記の方法に加えて、エクソンキャプチャーによる候補遺伝

子の選別を試みた。これまでに知られている成熟関連遺伝子（381 個）と上記の手法で成

熟に伴う発現変動が顕著なものおよび近縁種でも共通に変動が見られる遺伝子（1531 個）

合計 1912 個の遺伝子についてそのエクソン部分の変異を、3 歳で成熟した雌およびしなか

った雌各 12 個体について調べ、早期成熟マーカー開発のために必要な遺伝子の多型情報

約 4 万個を得た。 

 

3. 成果の公表 

Ohga H, Selvaraj S, Adachi H, Imanaga Y, Nyuji M, Yamaguchi A, Matsuyama M. (2014) Functional 

analysis of kisspeptin peptides in adult immature chub mackerel (Scomber japonicus) using an 

intracerebroventricular adinistration method. Neuroscience Letters 561, 203-207. 

Ohga H, Adachi H, Matsumori K, Kodama R, Nyuji M, Selvaraj S, Kato K, Yamamoto S, Yamaguchi A, 

Matsuyama M. (2015)  mRNA levels of kisspeptins, kisspeptin receptors, and GnRH1 in the brain 

of chub mackerel during puberty. Comp. Biochem. Physiol., A179, in press  

Adachi H, Kodama R, Ohga H, Nyuji M, Selvaraj S, Yamanoto M, Ikeda A, Kato K, Yamamoto S, 

Yamaguchi A, Matsuyama M. (2014) Temporal expression of kisspeptins, kisspeptin receptors, 

GnRHs and GTHs during the pubertal process of chub mackerel, Scomber japonicus. 10th Asian 

Fisheries and Aquaculture Forum, Yosu, Korea, 544. 

奥澤 公一・浜田 和久・風藤 行紀・入路 光雄・馬久地 みゆき・玄 浩一郎・征矢野 清. 光

周期がカンパチの GTH 分泌におよぼす影響，平成 27 年度日本水産学会春季大会 
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課題別実施成果 

課 題 番 号 2-② 事業実施期間 平成 26 年度 

中 課 題 名 親魚選抜のための有用形質関連 DNA マーカーの開発 

小 課 題 名 天然及び飼育成熟魚における候補マーカーの探索 

主 担 当 者 水産総合研究センター・玄 浩一郎 

分 担 者 水産総合研究センター・菅谷琢磨, 斎藤憲治, 藤原篤志, 阿部 寧, 山崎いづみ, 

風藤行紀, 樋口健太郎 

協 力 機 関 鳥取県水産試験場 

 

1. 課題目標 

天然海域で漁獲されたクロマグロ成魚および養殖業者で養成された天然ヨコワ由来の親魚に

ついて成熟度及び年齢を調査すると共に、課題１-①で開発したマイクロサテライト DNA   

マーカー等による解析によって、早期に成熟している個体に特徴的なマーカーを探索すること

で 成熟マーカーを開発する。また、中課題２で開発された候補マーカーが天然海域及び全国

の養殖魚において普遍的かどうかを検討し、より確実性の高いマーカーを開発する。 

 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26 年度計画 

目的：飼育魚群、及び境港等で漁獲された天然漁獲群において成熟度を調査し、DNA マーカー分

析のための試料の集積を行う。家系判別マーカー等を用いて個体間の遺伝的差異を分析するとと

もに、網羅的なゲノム解析によって早期成熟に関連したマーカー遺伝子を絞り込む。 

方法： 境港等で漁獲された天然魚ならびに奄美大島等で飼育した養成魚から生殖腺を採取し、各

個体の詳細な成熟段階を組織学的観察によって明らかにする。さらに、個々の雌個体からゲノム

DNA を調整することで以降の分析に向けたサンプル整備とそのリスト化を行う（水産総合研究

センター・鳥取県水産試験場）。また、天然魚ならびに飼育養成魚について、次世代シーケンサー

やこれまでに開発した家系判別用マーカー等の DNA マーカーを用いて成熟度が異なる個体間の

遺伝的差異を分析する。併せて、成熟ならびに未成熟個体を用いて、網羅的なゲノム解析による

成熟関連候補マーカー遺伝子の探索を行う（水産総合研究センター）。 

期待される成果：天然魚ならびに飼育養成魚において、個々の雌個体の詳細な成熟段階が明らか

になると共に、それぞれに対応したゲノム DNA サンプルの収集が可能となる。また、前年度ま

でに開発した DNA マーカーを用いることで、天然魚ならびに飼育養成魚成熟度が異なる個体間

の遺伝的差異が明らかとなる。 

 

（2） 26 年度成果概要 

平成 26 年 6 月 2 日から 7 月 28 日にかけて鳥取県境漁港にて水揚げされた天然成魚から雌 484

尾を無作為にサンプリングし、各個体の体重、尾叉長ならびに生殖腺重量を測定した。また、一

部個体から耳石を回収すると共に、耳石が得られなかった個体については尾叉長に基づく年齢査

定を行った。その結果、本年度は調査尾数における 3 歳魚の割合は 57%であり、組織学的解析よ

り全期間を通じた 3 歳魚の成熟率は 83%であることが明らかとなった（図１）。 

他方、天然ヨコワ並びに人工種苗由来の養殖親魚の群成熟率を比較したところ、天然ヨコワ由

来の親魚の成熟率が 15%であったのに対して、人工種苗由来の親魚では 100%と、昨年度同様、

継代交配した人工種苗由来の親魚では初回成熟時に高い成熟率を示す傾向にあることがわかっ

た（図２）。 
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次に、２-①で得られた一塩基多型(SNP)情報を用いて、3 歳魚で成熟する個体（成熟個体群）

と成熟しない個体（未熟個体群）間で遺伝的差異解析を行った。別途、RAD (Restriction-site 

Associated DNA) 法による新規 SNP マーカーの開発を行うために、成熟個体群 14 尾および未

熟個体群15尾のゲノムDNAを用いてRADライブラリーの作製ならびにIllumina Hi-SEq20000

によるシーケンスを行った。その結果、これまでに 1 個体あたり 500 万リード（100x カバレー

ジ）以上のデータの取得に成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 成果の公表 

特になし 

 

 

 

図１. 境漁港で水揚げされた天然雌３歳魚の生殖腺

の組織学的解析 (A)未熟魚、（Ｂ）成熟魚 

 
図２. 天然ヨコワ並びに人工種苗由来の 

養殖クロマグロ雌３歳魚の群成熟率 

 

なら歳魚頻度 
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課題別実施成果 

課 題 番 号 3-①  事業実施期間 平成 26年度 

中 課 題 名 クロマグロの高成長、高生残及び耐病性関連DNAマーカーの開発 

小 課 題 名 種苗の高成長及び高生残DNAマーカーの開発 

主 担 当 者 水産総合研究センター・菅谷琢磨  

分 担 者 水産総合研究センター・斉藤憲治, 関野正志, 馬久地みゆき, 尾島信彦,  

安池元重, 久門一紀, 田中庸介, 江場岳史, 樋口健太郎, 二階堂英城, 塩澤 聡,  

高志利宣, 岡 雅一 

福山大学・伏見 浩 

甲子園大学・川合眞一郎  

鹿児島大学・越塩俊介, 石川 学, 横山佐一郎 

東京海洋大学・佐藤秀一, 有元貴文, 芳賀 穣, 廣野育生, 近藤秀裕 

マルハニチロ/奄美養魚・伊藤暁, 内藤信二, 小野寺 純, 古橋 洋, 神村祐司  

 

1. 課題目標 

クロマグロ人工種苗について量産飼育水槽中の家系判別を行い、高生残家系とそれらに関連す

る親魚を把握する。また、仔稚魚の生残と体形成、生理活性および行動との関連性を検討し、

高生残家系を抽出するとともに、発現遺伝子データに基づき、生残に関連する候補遺伝子を探

索する。これらを通じて高生残あるいは高成長家系に関する候補遺伝子を把握するとともに、

優良親魚の選別に有効な DNAマーカーの探索を行う。 

 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26年度計画 

目的：種苗生産過程での高成長・高生残に関して、生残・成長に関わる骨形成異常の連鎖解析

に向け、家系間比較を行う。具体的には、天然親魚から得られた受精卵を用いて人工種

苗の量産飼育を行い、家系判別用マーカーを用いて卵から沖出し後までの時期別の家系

組成を把握し、高生残または高成長な人工種苗を産出する親魚を探索する。また、高生

残形質関連遺伝子の探索に向けた仔稚魚期の個体別の発現遺伝子解析と家系間比較を行

う。 

方法： 

・ 天然及び人工養成親魚から得られた受精卵を用いて人工種苗を量産し、複数の飼育事例に

ついて平成24年度に開発された家系判別用のマイクロサテライトDNAマーカーとミトコン

ドリアDNAマーカーを用いた時期別の家系組成の分析を行うとともに、高生残または高成

長な人工種苗を産出する親魚を探索する。 

・ 仔稚魚期の人工種苗について、マイクロアレイ等を用いて個体別に発現遺伝子を解析する

とともに、各個体のDNAから家系を判別し、家系間で発現量が異なる遺伝子の探索を行う。 

・ これまでに得られた発現遺伝子解析データに基づき、高成長及び高生残に関連する遺伝子

のリストを作成する。 

 

期待される成果： 

クロマグロ種苗の量産飼育における高生残家系の選別に必要な家系組成情報が入手

でき、優良な親魚の探索が可能となる。また、高生残あるいは高成長マーカーの作成に
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重要な候補遺伝子の情報が蓄積される。  

 

（2） 26年度成果概要  

・ 平成 23～25年度に西海区水研奄美庁舎で実施された 5つ種苗生産事例について日齢別の

家系組成を分析した結果、全体を通じて 12尾の雌親と 29尾の雄親の関与が認められた。

また、雌親が 1 尾のみ関与していた 1 事例を除く 4 事例において、関与する雌親の組成

の大きな変化が種苗生産の前半(日齢 1～18)に観察された。特に、雌親#412 の子供は検出

される割合が常に減少する傾向にあった(図 1)。 

・ 平成 25 年度の生産事例において、人工種苗の個体別のマイクロアレイ解析を行い、家系

間で発現パターンを比較した。その結果、約 7000 の遺伝子について有意な発現量の違い

が検出された(ANOVA, P<0.05)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 成果の公表 

クロマグロMS連鎖地図を用いた成長に関する QTL解析 

平成 27年度日本水産学会春季大会、東京海洋大学（東京都港区）、2015. 3.27 - 31.  他 4報 
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課題別実施成果 

課 題 番 号 3-② 事 業 実 施 期 間 平成 26 年度 

中 課 題 名 クロマグロの高成長、高生残及び耐病性関連 DNA マーカーの開発 

小 課 題 名 複数家系の混合飼育試験及び生体防御関連遺伝子情報を利用した耐病性関連マ

ーカーの開発 

主 担 当 者 水産総合研究センター・米加田 徹

分 担 者 水産総合研究センター・菅谷琢磨, 安池元重, 佐藤 純, 井上誠章, 岩崎隆志, 高

志利宣, 岡 雅一, 久門一紀, 田中庸介, 二階堂英城 

東京海洋大学・坂本 崇, 廣野育生, 近藤秀裕 

マルハニチロ/奄美養魚・伊藤 暁, 内藤信二, 小野寺 純, 古橋 洋, 神村祐司 

 

1. 課題目標 

 複数の親に由来する人工種苗に対してイリドウイルスを実験的に感染させ、感受性の異な

る家系において連鎖解析を実施する。また、クロマグロの生体防御関連組織における網羅的

遺伝子発現解析を行い、発現遺伝子情報を整備し、カタログ化する。さらに、ワクチン接種

個体間での遺伝子発現パターンを比較し、生体防御関連遺伝子を同定する。これらの解析結

果により抽出されたマーカー候補から耐病性に関連する DNA マーカーを探索する。 また、

民間のクロマグロ養殖場でイリドウイルスによる大量死亡が発生した場合には、当該養殖会

社の協力を得て、死亡個体、生残個体における DNA マーカー候補の探索・絞り込みを行い、

イリドウイルス耐性関連 DNA マーカーを得る。 

 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26 年度計画 

目的：イリドウイルスへの耐病性に関する遺伝マーカーを開発するため、複数家系のクロマグ

ロ稚魚を用いた感染試験によって得られたサンプル中から連鎖解析用の家系を抽出するととも

に、連鎖解析用マーカーを用いた DNA 解析を行う。また、イリドウイルス病に関連する生体防

御関連遺伝子の探索を行う。 

 

方法：  

・ 平成 25 年度に増養殖研究所上浦庁舎で実施した、複数家系のクロマグロを用いた感染試験

によって得られたサンプルについて、家系判別マーカーを用いた家系組成の分析を行い、

イリドウイルスの感受性に関する連鎖解析に適した家系を抽出する。 

・ 抽出した家系について、課題１－①で開発した連鎖解析用マーカーを用いた解析を行い、

イリドウイルスへの感受性あるいは耐病性に連鎖したマーカーを探索する。 

・ DNA マイクロアレイ等により、イリドウイルスに感染した個体での生体防御関連遺伝子の

発現動態を解析し、ウイルス感染に関連する生体防御関連遺伝子を探索する。 

 

期待される成果：  

・ イリドウイルスへの感受性の連鎖解析に適した家系が抽出されるとともに、連鎖マーカー

候補を選別できる。 

・ イリドウイルス病に関連する生体防御関連遺伝子候補が抽出される。 

 

（2） 26 年度成果概要  
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・ 抽出された解析家系：1 対 1 交配家系（同胞）について、課題１－①で開発した連鎖解析

用マーカーを用いて耐病性形質の解析を行った。 

・ 腹腔内および筋肉内へのワクチン接種後の免疫関連遺伝子の発現変動を解析した結果、腹

腔内接種区では IL-1βや TNFαなどの炎症性サイトカインの上昇が認められた（図１）。

また、腹腔内および筋肉内接種区いずれにおいても MHCIIα が上昇する傾向が認められ

た（図２）。 

 

 

 

 

3. 成果の公表 

特になし 
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課題別実施成果 

課 題 番 号 4-① 事 業 実 施 期 間 平成 26 年度 

中 課 題 名 DNA マーカーを活用した親魚選抜のためのハンドリング等基礎技術の開発 

小 課 題 名 親魚候補魚の遺伝情報管理のためのハンドリング技術の開発 

主 担 当 者 近畿大学水産研究所・澤田好史, 家戸敬太郎 

分 担 者  

 

1. 課題目標 

1) 稚魚・幼魚期に親魚候補選抜を実施する過程で想定されるハンドリングにおける稚魚・幼魚 
の死亡の原因が解明される。 

2) 稚魚・幼魚期に親魚候補選抜を実施する過程で想定されるハンドリング方法が改善される。 
3) 採卵方法については,その日に産卵された卵を偏ることなく回収可能な採卵装置の開発をゴ

ールとする。 

 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26 年度計画 

目的：タグ装着等のハンドリング試験により、クロマグロ稚魚及び幼魚のストレス反応を明ら

かにしてハンドリング耐性を分析するとともに、魚体への負荷が少ないタグの探索、ハン

ドリング技術の改良を行う。また、試作した網生け簀での採卵装置について、小型水槽で

の実験から徐々に網生簀へとスケールアップしていき，流向や流速、産卵場所、卵を食べ

る小魚の影響等が異なる様々な条件下での実際的な卵回収効率を検討し、改良する。 
方法：タグ装着等のハンドリング試験により、クロマグロ稚魚及び幼魚のストレス反応を明ら 

かにしてハンドリング耐性を分析するとともに、魚体の負荷が少ないタグの探索、ハン 
ドリング方法の探索を行う。試作した採卵装置について、流向や流速、産卵場所、卵を 
食べる小魚の影響等が異なる様々な条件下での実際的な卵回収効率を検討し、さらに改 
良を行う。 

期待される成果：ハンドリング時のストレス反応がより詳細に明らかとなるとともに、従来より

魚体に負荷の少ないタグやハンドリング方法が開発される。網生簀内で自然産卵された

卵を、労力をかけずに効率よく遺伝的変異を維持しながら回収することができるように

なる。 

 

（2） 26 年度成果概要  

クロマグロ稚魚、幼魚のハンドリングによる大量死亡メカニズム解明の一環として、シ

マアジ稚魚（平均体重 11.6 g）、カンパチ幼魚（平均体重約 150 g）のストレス反応を調べた。

今後は、同じ発育段階で魚種間比較を行うため、これまでに実施していないクロマグロ稚

魚、カンパチ稚魚体、シマアジ幼魚のストレス反応を調べる必要がある。負荷が少ない個

体識別タグの探索については、昨年度自作して脱落が少なく、海藻等の繁茂も軽減でき、

またタグ除去時の魚体の損傷が少ないなどクロマグロ幼魚への有効性が確認されたタグの

大量生産を可能にするために、標識メーカーに依頼して市販型の標識の作成を進めている。

平成 27 年 3 月末までには完成の予定。 

バッテリーで半日程度動作可能な採卵装置を作成し，まず円形 7 トン水槽（直径 3m，深

さ 1.5m）で動作確認をした。装置の回転により得られる水流が弱いことからエアリフトを使う

方向で検討を始めた。次にマダイ受精卵を用いて円形 30 トン水槽（直径 6m，深さ 1m）でエ

アリフトによる卵回収を試みたが，水流が弱く卵が回収されなかった。そこで，配管を太くす

るなど水流が強くなる様々な試行錯誤をしてから，円形 50 トン水槽（直径 6m，深さ 1.85m）
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にマダイ受精卵 226,240 粒を投入して 20 分間運転したところ， 67,200 粒が改修され回収率は

29.7％であった。 

 

3. 成果の公表 

特になし 
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課題別実施成果 

課 題 番 号 4-② 事業実施期間 平成 26年度 

中 課 題 名 DNAマーカーを活用した親魚選抜のためのハンドリング等基礎技術の開発 

小 課 題 名 鎮静剤等を用いた安全なハンドリング技術の開発 

主 担 当 者 水産総合研究センター・森岡泰三 

分 担 者 水産総合研究センター・二階堂英城，服部 薫，玄 浩一郎，江場岳史，樋口健太

郎，田中庸介，久門一紀，橋本 博，樋口理人，塩澤 聡  

 

1. 課題目標 

人工交配において不可欠な、成熟度判定や移送など必要な操作を行う間、麻酔剤等を用いて成

熟期のクロマグロを不動化し安全に取扱うため、養成親魚を用いて不動化に有効な薬剤の種類

と用量用法、薬剤投与基準判定を目的とした生理条件の把握方法を検討する。同時に、遊泳中

のクロマグロへの薬剤投与を検討し効果的な投与方法を開発する。また、クロマグロの人為催

熟を目的としたホルモン等の投与方法を開発する。 

 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26年度計画 

目的：人工授精の基盤的な技術確立に向け、クロマグロの親魚に適した安全な鎮静剤投与技術

と投与後の蘇生技術の開発を行う 

 

方法：平成 25 年度に検討した水中投与手法と麻酔後の保定技術の改良を行うとともに、これ

までに選定した麻酔剤・鎮静剤とその投与法を用いた実際的な不動化試験を行い、クロマグロ

の親魚飼育への有効性を検討する。引き続き、血中成分の分析等による麻酔下の生理状態の把握を行

い、麻酔深度の判定基準を検討する 

 

期待される成果：クロマグロの不動化に有効と思われる薬剤候補が選定され、水中投与方法の

開発、保定、蘇生技術が開発される。これにより、クロマグロの現実的な不動化方法の開発が

大きく前進し、不動化を前提とした人工授精周辺技術の開発が進展される 

 

（2） 26年度成果概要 

・ 麻酔銃用注射筒を使用した水中投与方法を改良し、クロマグロ親魚に対する実際的な不動化

試験を 7 月と 10 月に実施した。クロマグロ人工 3 歳魚 17 尾を用い、有効性が確認されてい

る動物用鎮静剤Medetomidineを入れた注射筒を水中銃に装着して潜水によって投与し不動期

到達を待った。不動期に達した個体はタ－ポリン製担架に収容し、クレ－ンで船上に揚架し

粘液等の採取を行った。蘇生のため拮抗剤 Atipamezole を複数濃度投与し蘇生状況を観察した。

その結果、2尾について 24時間後の生残が確認された。 

・ 今年度は、Medetomidineの他、大型動物において麻酔効果が報告されている Dexmedetomidine

と Detomidine の麻酔効果と、これらに対する Atipamezole の蘇生効果を検討した。人工 1 歳

魚での麻酔試験において、Dexmedetomidineと Detomidineはいずれも良好な麻酔効果を示し、

麻酔導入時間が用量依存的に短くなることが確認された。また、人工 0 歳魚における蘇生効

果試験において、両薬剤対する Atipamezole の効果が確認された。 

・ 以上のことから、水中銃による麻酔剤の打注法を開発したことにより、クロマグロ飼育親魚

を安全に保定することが可能となってきた。しかし、特に蘇生の方法に不明な点が多く、麻
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酔後に必ずしも全ての個体を生残させられるわけではなかった。このため、今後は麻酔深度

を判定等により、各個体の麻酔状況を詳細に把握する必要があると考えられる。 

 

3. 成果の公表 

・ポスタ－発表 

二階堂英城・服部薫・久門一紀・田中庸介・江場岳史・森岡泰三・塩澤聡・竹田達右・松山

倫也．クロマグロに対する Dexmedetomidineと Detomidineの麻酔効果および Atipamezole によ

る蘇生効果．平成 27度日本水産学会春季大会 
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課題別実施成果 

課 題 番 号 4-③ 事業実施期間 平成 26年度 

中 課 題 名 DNAマーカーを活用した親魚選抜のためのハンドリング等基礎技術の開発 

小 課 題 名 性及び成熟度判定技術と精子の保存及び評価技術の開発 

主 担 当 者 水産総合研究センター･澤口小有美 

分 担 者 愛媛大学･松原孝博, 太田耕平 

水産総合研究センター･玄  浩一郎 , 二階堂英城 , 田中庸介 , 江場岳史 , 高志

利宣, 岡 雅一, 持田和彦, 樋口理人, 森岡泰三, 塩澤 聡 

 

1. 課題目標 

クロマグロの性別や成熟の判別について、指標となる複数種のタンパク質の特異抗体を作製し、それ

らを用いて高感度な酵素免疫測定及び迅速なイムノクロマトの 2種類の免疫学的検出・測定系を開発

する。また、鎮静下のクロマグロ成魚で成熟度を即時に判定する技術を開発する。性判別では、生殖

腺の発達に伴って発現する性特異的な遺伝子またはタンパク質を検索し、分子生物学的な性判別基

盤技術を開発するとともに、内視鏡を利用した生殖腺バイオプシ技術を開発してクロマグロ未成熟魚で

の早期性判別法を確立する。 

精子の運動を高速 CCDカメラにより録画し、画像解析ソフトを用いて運動精子の比率、運動精子中

の前進運動精子の割合、運動速度、精子尾部の振動数、波長及び振幅を解析し、それらの数値を基

盤とした客観的なクロマグロ精子の活性評価方法を確立する。その評価法をもとに、精子運動活性が

最も高い時期や時刻を特定し、活性の高い搾出精子を安定して凍結に供する技術を作る。併せて、精

子の運動活性を高める卵巣腔液中の精子運動活性化因子を生化学的に特定し、それを用いた凍結

保存及び解凍処理方法を検討し、精子凍結保存方法を改良する。 

2. 課題実施計画・成果 

（1） 26年度計画 

目的：生体材料を用いた性及び成熟度判別技術の簡便化、及びこれまで凍結したクロマグロの精子

の活性測定を行う。具体的には、クロマグロからの非破壊的な生体試料の採取方法を検討すると

ともに、発現解析及びイムノクロマト法等による性判別・成熟度判別技術の簡易化及び定量化手

法の開発に取り組む。また、クロマグロ雄親魚から精子を採集し、精子バンクの構築に務めるとと

もに、これまでに凍結した精子の活性測定を行う。 

方法： 

・ 鎮静化したクロマグロから非破壊的に試料を採取し、特異抗体を用いた酵素免疫測定系 によって

判定物質を定量し、性別や成熟度との相関を明らかにすることで、判定基準を明確化する。また、

生きたクロマグロ幼魚での内視鏡による生殖腺組織摘出を行い、その後の生残を観察する。摘出

したクロマグロ生殖腺サンプルについて遺伝子発現量の解析を行い、実際に性判別に用いる遺伝

子マーカーを決定する。 

・ 確立した精子運動活性の数値評価法は、温度、海水中の精子数、精子活性化因子の有無により

影響を受けることから、精子希釈液の調製、顕微鏡下での温度安定性、精子活性化因子の添加な

どの最適化を通して評価法の改善を行う。最適時期、時間帯に優良雄から精子を 採集し、活性

の数値評価後、凍結保存を進める。 

期待される成果：非破壊試料に含まれる性特異成分を検出することで、対象個体を損なうことなく性判

別が可能になる。また、生きたクロマグロを対象とした生検技術を確立することで、親魚候補選別

への 適用の可能性が広がる。さらに、遺伝子判別法が有効な最初個体サイズが明らかになる。 

（2） 26年度成果概要  

クロマグロ幼魚を対象とした早期性判別法開発では、従来の内視鏡法に加え、よりダメージが少ない
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超音波診断法を新たに導入した。モデル魚種としてスマ（1才 5 ヶ月、未成熟、体重 1.7~3.4 kg） を使い

試行した結果、雌雄生殖腺に明瞭な形状差が見られたことから、クロマグロでも応用可能であると考えら

れる(図 1)。遺伝子を用いた超早期性判別法では、これまでより小型個体(体重 1.0~1.7 kg)を対象とした

場合でも、3種類の性特異遺伝子を用いることで性判別が可能であることを示した(図 2)。 

本年度は、非常に困難とされるクロマグロ未受精卵の採取に初めて成功した。そこで、採取したままの

新鮮精子と、それを凍結解凍処理した精子を用いた人工授精を行い、受精率およびふ化率の違いを確

認した。その結果、凍結により精子受精能は 10分の 1程度に低下することが示された(図 3)。さらに、人

工授精に用いた精子運動能と受精率の関係について解析した。図 4に示すように、どちらの運動指標も

受精率とは正の相関が認められたが、データのばらつきは大きく、人工授精試行回数が少ないことを反

映していると考えられた。さらに、精子運動比率、および運動速度を説明変数、受精率を応答変数とした

一般化線型モデルにより解析した結果、関係式が得られた。また、係数から考えて運動比率のほうが運

動速度より受精率に対する寄与が大きいと考えられた。 

 

3. 成果の公表 

澤口小有美・持田和彦・奥澤公一・松原孝博. クロマグロ排卵卵保存技術および人工授精によ

る精子品質評価指標の開発. 平成 27年度日本水産学会春季大会 

図 4． 人工授精に用いた精子の受精率と精

子運動比率、および精子運動速度との関係。 

図 3．凍結解凍処理が精子品質に与える影響。 

図 2．分子生物学的早期性判別結果。１~10：平均体重 1.3 kg個

体、11：雌、12：雄個体試料。F：雌、M：雄と判別された。 

図１．スマ腹部の超音波断層画像。精巣はかまぼこ形で中

心に管状構造が見える。卵巣は楕円形。 
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