地域住民との保全活動を通した
イシガイ科淡水産二枚貝類の生理・生態調査
事業代表者 教育学部・教授・上田高嘉
構 成 員 農学部・教授・飯郷雅之，バイオサイエンス教育研究センター・教授・松田勝
開催した（参画機関：自治会，ミヤコタナゴ保存

１．事業の目的・意義
栃木県には国の天然記念物に指定されているミ

会，羽田農地水羽田沼水利組合風致保存会長，風

ヤコタナゴの生息地が複数存在する．環境省が生

致保存会，前記コア会議メンバー）
．これらの会議

息地保護区を設定するなど保全の努力は行われて

において，産官学+地域の連携によるミヤコタナゴ

いるが，県内の生息数は減少の一途をたどり，ミ

保全や放流に関する議論と検討が行われた．

ヤコタナゴ生息環境の悪化が深刻な問題となって

(2)第 1 回ミヤコタナゴ研究会の開催

いる．このような状況の下，我々は地域住民と一

宇都宮大学が主幹となって，第 1 回ミヤコタナ

体となってミヤコタナゴ生息地の保全活動を行っ

ゴ研究会を平成 27 年 11 月 7-8 日に開催した．参

てきた．ミヤコタナゴの保全というと魚自身に着

加者は，博物館のミヤコタナゴ関係者 3 名，栃木

目しがちであるが，二枚貝の安定的な生息も必要

県立高等学校教員 3 名，宇都宮大学教員 2 名，学

不可欠となる．しかしながら，イシガイ科二枚貝

生 1 名であった．日程は以下の通りである．

の生理・生態については，未だ不明な点が多いの

平成 27 年 11 月 7 日

が現状である．

10-12 時：宇都宮大学で情報交換および今後の

そこで本研究では，稀少魚介類の生息環境の特

打ち合わせ．

徴および特に知見の少ない二枚貝の生理・生態を

昼食後に滝岡生息地に移動

把握することを目的として，ミヤコタナゴとイシ

15-16 時：滝岡生息地の視察

ガイ科二枚貝が生息する栃木県下の農業用水路に

17-18 時：羽田生息地の視察

おける生物相，イシガイ科二枚貝の生息数調査を

18-20 時：那須塩原にて懇親会

地域住民と進めるとともに，次世代シーケンサー

平成 27 年 11 月 8 日

を活用して分子生物学的解析を試みた．

午前：生息地を視察
(3)二枚貝のミトコンドリア DNA 塩基配列の次世

２．研究方法又は事業内容

代シーケンサーによる決定

(1)羽田ミヤコタナゴ生息地保護区における取り

栃木県内那珂川水系で平成 27 年 8 月 6 日に採集

組み

したマツカサガイ（1 個体）とシジミ（1 個体）な

平成 27 年度羽田ミヤコタナゴ再導入検討協議

らびに茨城県霞ヶ浦水系で平成 27 年 11 月 3 日に

会コアメンバーによる打合せを平成 27 年 9 月 25

採集したドブガイ（1 個体）
，イシガイ（1 個体）
，

日（第 1 回）および平成 28 年 1 月 18 日（第 2 回）

ヒレイケチョウガイ（1 個体）の筋肉または外套

に宇都宮大学教育学部を会場に行った（参画機

膜から DNA を抽出した．KAPA HyperPlus Library

関：環境省関東地方環境事務所野生生物課，栃木

Preparation Kit を用いてゲノム DNA ライブラリー

県，なかがわ水遊園，宇都宮大学，環境クリエイ

を作成し，次世代シーケンサー MiSeq により

ト）
．また，羽田ミヤコタナゴ再導入に向けた協議

301bp×2 のペアエンドシーケンスを行った．

会を大田原市立羽田小学校において平成 27 年 10

GenomicsWorkbench 8.5.1 を用いて，クオリティー

月 2 日（第 1 回）と平成 28 年 2 月 9 日（第 2 回）

チェックを行い，アダプター配列をトリミングし

1

た後，de novo アッセンブルを行った．アセンブル

科学技術振興機構「中高生の科学研究実践活動

されたコーティングをデータベース化し，既知の

推進プログラム」
（栃木県立宇都宮北高等学校，宇

二枚貝ミトコンドリアの DNA 塩基配列を用いて

都宮高等学校）の実施に分担者が協力した．バイ

BLAST 検索を行った．

オサイエンス教育研究センターにおいて，平成 28

(4)高大連携事業の実施

年 1 月 24 日に高校生 8 名とともに県内各地で採集

日本学術振興会平成 27 年度ひらめき☆ときめ

されたシジミ（6 カ所×各 5 個体=30 個体）の筋肉

きサイエンス「天然記念物ミヤコタナゴの生命を

もしくは外套膜から DNA を抽出し，ミトコンド

育む里地里山を旅しよう」を事業代表者が平成 27

リア DNA 上の Cytb，COI および COII の部分塩基

年 9 月 19 日に開催した．

配列を増幅するプライマーを用いて PCR をかけ
た．平成 28 年 2 月 27 日に電気泳動を行って目的
のバンドが増幅されていることを確認した後，
DNA 産物を精製し，Sanger 法によるシーケンスを
行った．

３．事業の進捗状況
(1)羽田ミヤコタナゴ生息地保護区における取り
組み
協議会の話し合いの結果，地元メンバーによる
取水塔の改修が行われた．これにより羽田生息地
保護区の水質が改善されることが期待できる．平
成 28 年春にはミヤコタナゴの試験放流が行われ
る予定である．
(2)第 1 回ミヤコタナゴ研究会の開催
現地視察では，水路の形状について多くの改善
意見が出され，このままでは数年でミヤコタナゴ
が自然界から消えてしまうのではないかという危
惧があるという見解が博物館関係者から伝えられ
て，これら水路の維持管理に関する課題を地域に
伝え，より良いミヤコタナゴの生息環境を作る必
要があることが確認された．
(3)二枚貝のミトコンドリア DNA 塩基配列の次世
代シーケンサーによる決定
マツカサガイ，ドブガイ，イシガイ，ヒレイケ
チョウガイ（2 個体）
，シジミ（2 個体）について，
それぞれ，約 74 万リード（約 173Mbp）
，約 72 万
リード（約 176Mbp）
，約 38 万リード（約 78Mbp）
，
約 61 万リード（約 126Mbp）
，約 59 万リード（約
122Mbp）
，約 132 万リード（約 385Mbp）
，約 114
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万リード（約 306Mbp）の塩基配列が決定された．

議論を重ねて最善策を考えながら実施した．また，

De Novo アセンブルの結果，マツカサガイは 13 万

最先端の次世代シーケンサーを活用した遺伝子解

3222 コンティグ（約 31Mbp）
，ドブガイは 13 万

析を行い，最先端の地域研究も進めた．多くの二

3222 コンティグ（約 17Mbp）
，イシガイは 7 万 276

枚貝のミトコンドリア DNA 部分塩基配列が決定

コンティグ（約 17Mbp）
，ヒレイケチョウガイは

され，今後のさらにシーケンスを追加することに

12 万 214 コンティグ（約 25Mbp）と 11 万 586 コ

より全長（約 17,000bp）の塩基配列決定の目処が

ンティグ（約 24Mbp）
，シジミは 4 万 4834 コンテ

立った．
高大連携事業も実施し，次世代を担う高校生に

ィグ
（約 12Mbp）
と 9 万 3855 コンティグ
（約 23Mbp）

生物多様性の重要性と研究の面白さを伝えること

にアセンブルされた．これらをデータベース化し，

もできたと自負している．

既知の二枚貝のミトコンドリア DNA 全長の塩基
配列を用いて BLAST 検索を行ったが，ミトコン

５．今後の展望

ドリア DNA 全長が同定される種はなかった．マ

本事業では，羽田ミヤコタナゴ再導入検討協議

ツカサガイでは 7 つの DNA 断片（約 11,000bp）
，

会における地域とのコミュニケーションを図り，

ドブガイでは 7 つの DNA 断片（約 12,000bp）
，シ

ミヤコタナゴの保全のための地域の理解を進める

ジミでは 4 つの DNA 断片（約 10,000bp）のミト

とともに，高大連携事業の実施により次世代の育

コンドリア DNA 部分塩基配列が決定されている．

成に努めた．これらの取り組みを今後も続け，地

他の種については現在検討を進めている．今後は

域住民，ならびに次世代を担う高校生の生物多様

さらにシーケンスを追加して進め，ミトコンドリ

性に関する理解を進めて行きたい．また，次世代

ア DNA 全長の塩基配列を決定するとともに，さ

シーケンサーを活用して進めたミトコンドリア

まざまな生息地の個体の遺伝子型を調べ，地域集

DNA の塩基配列は，ある生息地の個体を別の生息

団の遺伝的特性を解明する必要がある．

地に移植してよいかどうかを考えるための重要な

(4)高大連携事業の実施

判断根拠となることが期待される．

「ひらめき☆ときめきサイエンス」事業は羽田
地区の地域住民の協力の下に行われており，今後
も本事業を継続することにより，天然記念物ミヤ
コタナゴという絶滅危惧種に関する理解が深まる
ことが期待される．また，
「中高生の科学研究実践
活動推進プログラム」は現在も進行中であり，今
後の塩基配列解析により，栃木県内に生息するシ
ジミの系統関係が高大連携により明らかにされる
ことが期待される．本プログラムの成果は，平成
28 年 3 月 28 日に平成 28 年度日本水産学会大会の
高校生による研究発表会で発表される予定である．

４．事業の成果
本事業では，天然記念物ミヤコタナゴとその産
卵母貝となる二枚貝の保全活動を地域と協力して
進めて行く方策をさまざまなステークホルダーと
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