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1 はじめに 

 近年、サンゴ自体が遺伝的に高温耐性を持つ可能性があると考えられている。そこで、

本調査では、高水温耐性サンゴの種苗生産技術を確立することを目的として、①遺伝情報を

利用した品種改良法（DNA マーカー育種とも呼ばれる）、および②従来の育種法について技

術開発を行っている。 

 

① DAN マーカー育種（図-Ⅶ.1） 

この技術は、高水温耐性を持つサンゴ群体を DNA マーカー（ゲノム（全 DNA）上の目

印）により特定し、これらの子孫を有性生法により生産する方法である。本技術開発にあた

り、まずは、高水温耐性に遺伝子が関与していることと、高水温耐性の遺伝的特徴が次世代

に引き継がれることを確認する必要があることから、以下の 3 つの実験・研究を実施して

いる。 

 

・高水温での飼育によるサンゴの高耐性、中耐性、低耐性へのグループ分け 

・グループ分けされた高耐性および低耐性サンゴ間での DNA の比較および DNA マーカ

ーによる高水温耐性サンゴの判別手法の開発 

・高・中・低耐性サンゴの様々な組み合わせでの交配により得られた稚サンゴ（ここでは、

組み合せ交配サンゴと呼ぶ）の高水温への暴露実験および高水温で生残したサンゴの

遺伝的特徴の確認 

 

その結果、これまでのところ、高耐性および低耐性グループ間において、遺伝的変異が存

在する可能性が分かった。本年度はこの遺伝的変異を詳しく調べるため DAN 解析を継続し

た。また、0 歳令と 1 歳令の「組み合わせ交配サンゴ」の高水温暴露実験を行い、高水温耐

性サンゴ群体のサンプルを増やすとともに、情報の蓄積を行った。 

 

②従来の育種 

一方、本調査では、DNA マーカー育種の技術が確立される以前から利用されている「従

来の育種法」として、遺伝情報が判明していない複数の親サンゴの卵と精子を一緒に混合し

て得られた稚サンゴを高水温に暴露し、生き残った個体を育成することにより、高水温耐性

サンゴの選抜を行っている。 

  



Ⅶ-2 

 

 

2 高水温耐性への遺伝子関与の検証 

2.1 DNA 解析 

(1) 解析手法の概要 

 今回の DNA 解析の手法は以下の通りであった（図-Ⅶ.2）。 

 

① 各群体から抽出した DNA から塩基配列1を読み取り、すべての塩基をすでに明らかと

なっている参照ゲノム配列2に倣ってマッピングする（一列に並べる）。 

② 全ゲノム解析により、塩基配列をサンゴ群体間で比較し、遺伝的変異（一塩基置換：

SNP、 一塩基欠失と一塩基挿入：INDEL）を検出する。 

③ 検出された遺伝的変異を高温耐性と低耐性サンゴのグループ間で比較する。 

④ この解析手法により、遺伝的変異の個数だけでなくゲノム上での位置も判明する。 

 
1 DNA（デオキシリボ核酸）は，リン酸，糖，塩基からなるヌクレオチドが重合したポリヌクレオチドで

あり、塩基成分にはアデニン(A) ， チミン(T)，グアニン(G) ，シトシン(C)の４種類がある。 
2 参照ゲノム配列とは、先行の論文や報告等で、すでに全ゲノムの塩基配列の順番を記載してある手本の

こと 

図-Ⅶ.1 DAN マーカー育種の概要 
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(2) 結果および考察 

 ウスエダミドリイシの参照ゲノム配列 57 番の 95 個の塩基対3上に隣接して存在する

4 箇所の SNP について、高温耐性に関わる可能性のある遺伝的変異の最終候補とし

た（表-Ⅶ.1 の点線で囲った部分）。 

 高耐性サンゴにおいては、4 箇所の塩基が父方由来・母方由来の両方とも「TTAT」

（ホモ接合）となっている。父方と母方の一方だけ TTAT の場合（ヘテロ接合）や、

TTAT 以外の塩基の場合は低耐性になると考えられる。 

 

  

 
3 塩基対とは、2 個の DNA が塩基の部分で連結したもので、塩基の組み合わせには決まっている（アデ

ニン A 対チミン T、グアニン G 対シトシン C）。 

図-Ⅶ.2 DNA 解析手法の概要 
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黄色で示している部分は、分子生物学的実験により特定した遺伝子型。参照配列 12 について、

「--」となっている部分は、実験途中でこれ以上の解析は中断することが望ましいと判断し

たため、実験を中止したもの。 

表-Ⅶ.1 ウスエダミドリイシの高温耐性に関わる可能性のある遺伝的変異候補の 

探索結果 
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(3) 今後の展望（案） 

 
課題 1：高水温耐性に関与する DNA 領域を PCR4で増幅し、DNA 配列を解読する方法で

は時間がかかる。一週間で 5 群体ぐらいしか解析できない。 

課題 2：電気泳動法5を用いることによって、より容易かつ安価にサンゴの高水温耐性を

判別できる可能性がある。しかし、低耐性群体の片方の染色体には、高温耐性と

同じ SNP パターンが存在する可能性がある（表-Ⅶ.1、図-Ⅶ. 3）。そのため、高

温耐性の SNP 型だけを特異的に PCR で増幅することは不可能である。 
 
以上の課題を踏まえると、今後は高温耐性「ではない」、つまり低耐性群体の検出方法の

確立を目指すことになる。例えば高温耐性ではない群体のみで PCR 増幅することができれ

ば、高温耐性かそうでないか、迅速に見分けることが可能になるかもしれない（図-Ⅳ.7.3）。

PCR プライマーの塩基認識や、プライマー領域に存在する SNP が PCR 増幅に与える影響

など、多数のサンゴ群体を解析する場合には、予想外の事態が起こり得ることが考えられる。

その時々で柔軟に原因を特定し、多数のサンゴ群体を正確に、かつ簡単に見分けられる手法

の確立を目指したい。 

 

  

 
4 ゲノム上の特定の DAN 領域を増やす方法 
5 寒天板上に増幅した DNA 増幅産物を乗せ電気を流すことにより、分子量の違いにより DNA 増幅産物

の寒天板状を移動する距離が異なるためバンドが現れ、そのバンドの位置により DNA の塩基配列の違い

を判別する方法 

図-Ⅶ.3 本年度明らかになった課題を踏まえた、迅速な高温耐性群体の選別方法の

開発のための計画の一案 
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2.2 0 歳令稚サンゴの高水温飼育実験 

(1) 方法 

平成 30 年度の高水温飼育試験

（31℃、2 か月間）にて、高水温に

対する耐性によって親サンゴ（久

米島産ウスエダミドリイシ）を高

耐性、中耐性、低耐性の 3 つのグ

ループに選別した。本年度は、これ

らのうち、高耐性 1 群体・中耐性

2 群体・低耐性 2 群体組の合計 5

群を用いて「組み合わせ交配サンゴ」（19 組）を生産し、これらを 1 か月齢の時点で 3.15℃

の高水温に約 2 か月間暴露して、各組み合わせ間で生残率を比較した（図-Ⅶ.4）。 

 

 (2) 結果および考察 

昨年度および本年度の高水温暴露実験の結果を表-Ⅶ.2 示す。 
 
 2019 年および 2020 年とも、高水温暴露後の稚サンゴの生残率は、親の耐性の特徴

を引き継ぐような明確な結果を示さなかった。 

 2019 年の実験では産卵誘発によって自然産卵日より早く産卵させたため、稚サンゴ

の生残に影響を及ぼした可能性も考えられ

る。 

 前述の遺伝的研究で TTAC のホモ接合型が

高耐性となることが明らかとなったが、2020

年の実験では高耐性の親サンゴ同士を組み

合わせたホモ接合型の稚サンゴを実験に用

いることができず、遺伝的研究の成果を確か

めることができなかった。 

 低耐性および中耐性の親サンゴの遺伝子型

が TTAC のヘテロ型なのか、CGGC のホモ

接合型であるのか判明していないため、今回

の生残率の結果から、遺伝子が高水温耐性に

関与していることを考察することは難しい。 

 今後、DNA マーカーにより親サンゴと生残

した稚サンゴの DNA を解析し、高温耐性

に関する遺伝的特徴が次世代に引き継がれ

るかを確認する予定である。  

図-Ⅶ.4 稚サンゴの高水温暴露実験の状況 

左：水槽内部状況（1 トン円形水槽） 

右：実験開始直前の稚サンゴ 

⾼⽔温暴露実験後の⽣残率

No.10
(低耐性)

No.18
(低耐性)

No.8
(中耐性)

No.14
(中耐性)

No.21
 (⾼耐性)

No.10
(低耐性)

42% 67% 55% 78%

No.18
(低耐性)

31% 35% 61% 70%

No.8
(中耐性)

74% 32% 60% 46%

No.14
(中耐性)

38% 23% N/A 31%

No.21
 (⾼耐性)

47% 49% 71% 38%

精⼦

卵

表-Ⅶ.2 組み合わせ交配稚サンゴの

高水温暴露実験における生残率 

2019年に実施した⾼⽔温暴露実験後の⽣残率

No.18
(低耐性)

No. 8
(中耐性)

No.15
(⾼耐性)

No.21
(⾼耐性)

No.18
(低耐性)

39% 45% 64%

No. 8
(中耐性)

31% 86% 100%

No.15
(⾼耐性)

32% N/A 54%

No.21
(⾼耐性)

N/A N/A 26%

精⼦

卵

2019 年 

2020 年 
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2.3 1 歳令高水温耐性サンゴの高水温飼育実験 

(1) 方法 

高水温で選抜したサンゴが 1 歳令でも高水温耐性を維持していることを確認するために、

昨年度の高水温暴露実験で生残した「組み合わせ交配サンゴ」を再度高水温下（31.5℃、2

か月間）で飼育した。 

 

(2) 結果および考察 

 稚サンゴの生残状況を図-Ⅶ. 5 に示す。 

 

 高水温に暴露した 206 群体のうち斃死数はわずか 1 群体であり、著しい白化も見ら

れなかったことから、1 歳令サンゴは高水温耐性を維持していると考えられる。 

 DNA マーカーを用いて、高水温耐性に関する遺伝的特徴を確認する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 従来の手法による高水温耐性サンゴの育種 

(1) 育種の概要 

DNA マーカーが開発される以前の育種の技術として、特定の条件下で継代飼育して、生

き残った個体を選抜していく方法がある。本技術開発では、DNAマーカーの開発を併せて、

この従来法による育種も進めている。 

 

(2) 方法 

2019 年に高耐性サンゴとして選抜された 80 群体（1 歳令）を通常のサンゴの好適な飼育

条件で飼育し、従来の方法でも飼育が可能であるかを検証した。飼育条件は以下の通りであ

った。 

 空中に対する水中の光量子量：約 40% （遮光ネットを用いて光量を調整した） 

 水温：21～29℃ （夏季に飼育海水を冷却した） 

 水流：5cm/秒程度 （エアレーションにより水槽内に水流を発生させた） 

図-Ⅶ.5 1 歳令「組み合わせ交配稚サンゴ」の高水温暴露実験の状況 
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(3) 結果および考察 

稚サンゴの生残状況を図-Ⅶ.6 に示す。 

 

 2019 年 9 月（高水温暴露終了時）～12 月ま

での 3 か月間および 2020 年 1 月～12 月ま

での 1 年間の生残率は、それぞれ 89％、94％

であった。 

 通常の種苗生産において、1 歳のサンゴの

1 年間の生残率は概ね 80～90％であること

から、今回の飼育環境は高水温暴露サンゴ

にとっても好適であったと考えられる。 

 

 

4 まとめ 

 

 今回の遺伝学的研究により、高温耐性に関与する DNA 領域が明らかとなった。 

 DNA マーカーにより簡易的に高水温耐性を判別する手法の開発の目途が立った。 

 来年度は、DNAマーカーを用いた判別手法を確立するとともに、この方法を用いて、

これまでの高水温暴露実験から得られた DNA サンプルを解析することにより以下

の成果が期待される。 

 

①これまでに明らかとなった高温耐性に関与する DNA 領域に関する情報が正しい

ことの証明 

②高水温暴露により高水温耐性を持つサンゴが本当に選別できているかの証明 

③高水温耐性の遺伝的な特徴が親から子に継承されていることの証明 

図-Ⅶ.6 従来の育種法にて選抜

されたサンゴの生残 


