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湖や池の生き物を探すには？

生き物を捕まえる。
形で見分ける。

水を汲む。
DNAで見分ける。+
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１．生物多様性の重要性

２．霞ケ浦モニタリング

３．DNAを使った生物多様性調査

（１）技術の紹介

（２）結果

４．課題とまとめ

本日の流れ
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多様な生物が織りなす生態系

１．生物多様性の重要性
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生物多様性が生態系機能を支えている

生
態
系
機
能

生物多様性

Cardinale et al. (2012)
Nature

生物多様性が低くなった時、
生態系機能へのインパクトは
ある時点で急激に下がる。

 生物多様性が高いほど、生態系は安定する。

概念図

高い低い

良好

不十分

１．生物多様性の重要性

生態系機能
例：栄養塩の循環、土壌形成

人間は恩恵を受けている
＝生態系サービス 5



淡水生態系とは

湖 池

川

田

１．生物多様性の重要性
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淡水生態系の特徴と問題

・面積：地球上の0.8％
・水量：地球上の0.01％

面積は少ないが、多様な生物が生息している。

・全記載種の6％（＞10万種）

・全脊椎動物の1/3
・全魚種の40%（13,400種）

人間活動による影響が強い

富栄養化

生息地の消失や分断化

乱獲 外来種

Collen et al. (2014) Nature

汚染

陸域の生態系よりも保全戦略が遅れている。

１．生物多様性の重要性
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個体数が減少した地域集団の数（1970年～2010年）

“生きている地球指数” WWF (2012)

減少
３９％

減少
３９％

陸域 海域

1562種の4182集団 910種の3132集団

淡水域

減少
７６％

757種の3066集団

哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類のモニタリングデータから算出

淡水域での減少が深刻

１．生物多様性の重要性
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霞ケ浦：淡水生態系をモニターする

 日本の湖沼で2番目の面積

 関東平野に位置し、広い集水域

 豊かな生物相

 豊かな生態系サービス

飲料水水質浄化 漁業

農業用水 レジャー工業用水

 様々な問題

アオコ外来種 水質

２．霞ヶ浦モニタリング

１９７６年から長期モニタリング実施

 水質や底泥データ（１０地点）

 生物群集データ（２～４地点）

霞ケ浦

関東域

10



観測対象生物は限られている

生物種の同定には、非常に豊かな知識と経験が必要

霞ケ浦モニタリングの対象生物

種分類 個体数

細菌 × ○ 全く分類せず

原生動物 △ ○ 繊毛虫、鞭毛虫等大別のみ

植物プランクトン ○ ○

動物プランクトン ○ ○

底生生物 △ ○ 貧毛類、ユスリカ科の大別のみ

魚類 ◎ ○

生物多様性の構成がわかれば、
生態系機能の予測・推定ができるようになる。

２．霞ヶ浦モニタリング
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生物種はDNAで識別することができる

全ての生物は、自らの設計図としてDNAを持つ

DNA
デオキシリボ核酸

物質の名前
「リン酸+五炭糖＋塩基」
「リン酸+五炭糖＋塩基」

・・・
が連なった構造。

…ACATCATTTTTGGTGCTTGATCAG…

塩基配列
（シークエンス）

塩基の並び順
＝DNAは、塩基配列で特徴づけられる

塩基配列の違いが、それに応じた違いを生み出す。

A T

G C
塩基は4種類

とても長い
（ヒト： 1細胞内に31億塩基が連なっている）

３．DNAを使った多様性調査（１）技術
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良く使われる種を識別しやすいDNA領域

COI遺伝子領域
（シトクロームc オキシダーゼ・サブユニットI の遺伝子領域）

・エネルギーを産生する酵素をつくるための遺伝子

・進化の過程において、塩基配列の変化速度が大きい領域であり、
動物種の識別に一般的に利用される。

・種の識別には、塩基約650個分の領域が利用される。

核

ミトコンドリア

３．DNAを使った多様性調査（１）技術

ミトコンドリアDNA
真核生物の細胞質にある
ミトコンドリアが持つDNA。
ミトコンドリアは、呼吸代謝と
エネルギー産生の役割を持つ。
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塩基配列の違いから種名がわかる
種A

種B

種C

種D

種E

種F

塩基配列の違いの程度を計算。
・塩基が違う位置はどこか
・4種類のうち、どの塩基か

DNAバーコード： 生物の「種」を見分けるために使える塩基配列

同種、別種の判断。

３．DNAを使った多様性調査（１）技術

A

T

C

G

ユスリカのCOI

15



個体DNAと環境DNAの違い

 環境DNA
水や土壌などの環境サンプルに混在しているDNA

・微小な生物： 生物体丸ごとのDNA
・大きな生物： 組織片、分泌物、排泄物に混ざるDNA

３．DNAを使った多様性調査（１）技術

 個体DNA（ゲノムDNA)
生物の個体ごとから抽出したDNA

DNAバーコードのデータベース作成

形態では同定できない種の判別

色々な生物のDNAが混在。
生物多様性調査に非常に有利。 16



DNAの海から目的の領域だけを増やす

ポリメラーゼ連鎖反応
Polymerase Chain Reaction （PCR法)

３．DNAを使った多様性調査（１）技術

・自分の見たい特定のDNA領域だけを、選択的に合成できる。
・微量なDNA溶液で十分。

スタート
目印

ゴール
目印

G
T
A

C G
T
AC

DNA合成酵素
（DNAポリメラーゼ）

塩基

応用技術 DNAシーケンシング（目的の領域だけを複製して、塩基配列を読む）

1993年ノーベル化学賞
Kary B. Mullis
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環境DNAによる多様性研究の方向性

１）ターゲット種を決めて検出

２）生態系の種構成を網羅的に検出

定量的／１～数種程度／塩基配列は読まない／成功例多数

河川における希少種（オオサンショウウオ）の分布
Fukumoto et al. (2014) Journal of Applied Ecology

ため池における外来種（ブルーギル）の分布
Takahara et al. (2013) PLoS ONE

使用機械： リアルタイムPCR機

使用機械： 次世代シーケンサー

特定の希少種や外来種の分布調査に有効

定性的／大量の塩基配列を読む／発展途上の技術

希少種や外来種も含めた、
網羅的な種構成調査に有効

３．DNAを使った多様性調査（１）技術

細菌、プランクトンでは活用例多数
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環境DNAによる多様性調査

（１）
採水し、
環境DNAを
抽出する。

湖

水 環境DNA

（２）
バーコードとなる
塩基配列を
読み取る。

（３）
塩基配列の

データベースで、
種名を調べる。

データベース

生物名

３．DNAを使った多様性調査（１）技術
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従来型のDNAシーケンサー

1サンプルから1配列
機械を動かすごとに
数十～数百サンプル

Life Technologies ABI3730

DNAの塩基配列を
読み取る機械

塩基配列、sequence

環境DNA

バクテリアなど微小生物では行われてきた。
ただし、数百配列が限度。

従来型シーケンサーでは、
環境DNAの配列を
読むことはできなかった。

塩基配列のふるい分けは全て手作業

?!

３．DNAを使った多様性調査（１）技術
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次世代DNAシーケンサー

異なる塩基配列が混ざっていても
同時に大量の塩基配列を得られる。

従来型 次世代型

1サンプルから数十万～数百万配列

Life Technologies IonPGM, 
Illumina MiSeq

Life Technologies ABI3730

1サンプルから1配列
機械を動かすごとに
数十～数百サンプル

３．DNAを使った多様性調査（１）技術
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霞ケ浦湖水の環境DNAから生物を探す

（１）
霞ケ浦で採水し、
環境DNAを
抽出する。

（２）
バーコードとなる
塩基配列を
読み取る。

（３）
塩基配列の

データベースで、
種名を調べる。

霞ケ浦湖心の湖水から
DNAを抽出（数十～数百ml）

・COI遺伝子※の塩基配列
・数万～数十万配列の読み取り
・パソコン解析により、
類似性の高い配列はひとまとめ

・世界共通の塩基配列
データベースを照会し、
生物分類名を調査

※動物の標準的なDNAバーコード

３．DNAを使った多様性調査（１）技術
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動物の分類体系

Kingdom 界

Phylum 門

Class 綱

Order 目

Family 科

Genus 属

Species 種

動物界

節足動物門

昆虫綱

双翅目（ハエ目）

ユスリカ科

ユスリカ属

アカムシユスリカ

データベースへの登録：
同定できたレベルまでの
分類名で登録されている。

大まか・データ数多い

詳しい・データ数少ない

パソコンでの検索と解析：
同定できるレベルまでの
分類名を推定する。

（塩基配列の類似度から
計算して推定する。）

３．DNAを使った多様性調査（１）技術
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細菌、昆虫、
植物・動物プランクトン

霞ケ浦湖水の環境DNAから検出された生物

33/237

1人では形態同定できない非常に多様な生物を検出

ただし、種名までわかったのは1配列のみ（動物プランクトン）
動物プランクトン（ハネウデワムシ Polyarthra sp.）

2014年10月、水50ml、遠心沈殿物

３．DNAを使った多様性調査（２）結果

24

分類群： Class （綱）

単生殖巣（Monogononta）

クリプト藻

藻類

昆虫

鰓脚（Branchiopoda）

顎脚（Maxillopoda）

αプロテオバクテリア

βプロテオバクテリア

緑藻

輪虫（Rotatoria）

ミジンコ

カイアシ

昆虫

ワムシ



霞ケ浦湖水の環境DNAから検出された生物

昆虫

顎脚
ヒドロ虫

輪虫

輪虫

鰓脚
顎脚

昆虫
普通海綿

ヒドロ虫

遠心沈殿物 ろ過フィルター

分類群： Class （綱）

全33/229配列／種名同定できた配列はゼロ 全132/350配列／2種同定（ワムシ）

従来法モニタリング対象外の生物も検出

2013年8月、
15ml

2013年8月、
500ml

３．DNAを使った多様性調査（２）結果

環境DNAの取得方法で検出生物が違ってくる 25
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正体不明の配列は、登録のない配列，未知？

日本DNAデータバンク（DDBJ: DNA Data Bank of Japan）を含む
全世界の遺伝子データベースを使用

霞ケ浦産生物の列がほとんど登録されていない。 27



日本は、DNAバーコード登録件数が少ない

2015年5月11日現在 4,013,810件
1000 100 10 1登録件数http://www.boldsystems.org/

BOLD Systems v.3
(Barcode of Life Database Systems)

霞ケ浦に生息する生物は
ほとんど登録されていない。

日本は固有種や亜種が多い。
淡水産生物に限らず、DNAバーコーディングの推進が必要。

３．DNAを使った多様性調査（２）結果
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課題１：データベースの拡充

魚類

外来魚が霞ヶ浦生態系に大きな影響を与えている

・ 31種についてCOIの塩基配列を取得済
 霞ケ浦で通常採集できる魚種の９０%にあたる

・ 国際的な公開データベースへの登録予定
 31種のうち、7種については新規の登録

霞ケ浦生態系の食物網で最上位

３．DNAを使った多様性調査（２）結果

ブラックバス
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・ 水質浄化に貢献

・ 非常に多様で、世界中の様々な環境に分布（3万種、日本に1200種）

・ 霞ヶ浦に生息する約30種に加え、日本産種を収集中

ユスリカ

水質を判断する良い指標

幼虫成虫

課題１：データベースの拡充

３．DNAを使った多様性調査（２）結果

ヨドミツヤユスリカ

ダンダラヒメユスリカ
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生態系の土台となる
重要な存在

動物プランクトン 貧毛類 巻貝・二枚貝

甲殻類

植物プランクトン・藻類

イトミミズの仲間

イサザアミ・エビなど

カワヒバリガイなど

充実したデータベース公開中

東北大学・牧野渡博士と共同

課題１：データベースの拡充

３．DNAを使った多様性調査（２）結果

ニセゾウミジンコ オオアタマミジンコ

ヤマトヒゲナガケンミジンコ

Thermocyclops taihokuensis
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データベースが不十分でも・・・

従来の手法

環境DNA 種の同定 多様性解析

近縁な種ほどDNAは似ている
遠縁な種のDNAは似ていない

どちらの多様性が高いか？／どちらにも共通する配列は？ など

生物名は不明でも、環境DNA間の多様性解析が可能。

４．課題とまとめ
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３．サンプリング方法の標準化

実用化に向けて残されている課題

１．データベースの充実

２．生物分類群ごとの検討

読み取る塩基配列の種類（領域）を変える。

脊椎動物は、ほとんど検出されなかった。

環境DNAに含まれていることは確認。

DNAの抽出方法で、生物組成が
大きく違った。

DNA抽出方法のほか、
採集地点数、水量、回数を検討。

４．課題とまとめ
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 湖沼生物多様性調査の機動力のアップ

 広範囲、多地点で同時に比較する調査の労力削減

環境DNAによる生物多様性解析の展望

 コンパクトかつ高保存性の多様性試料・情報

必要になったら、
詳細を解析。

 希少種と外来種の分布モニタリング
外来種侵入の早期発見

４．課題とまとめ
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ただし、定性的なデータであることもあり、
従来の形態によるモニタリングは今後も必要。


