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研究成果の概要（和文）：環境DNAによる魚類群集モニタリング技術の開発、および関連する群集生態学的理論の構築
をおこなった。主要な成果は以下のとおり：（１）琵琶湖淀川水系に生息する７魚種についてDNAの検出・定量系を確
立した。（２）特定魚種の水槽実験より、環境DNA放出量や分解速度、それらの条件依存性に関する基本的知見を得た
。（３）野外において、環境DNAを利用してブルーギルやオオサンショウウオの存在を検出する実証実験に成功した。
（４）環境DNAの効率的な濃縮法や補足法を開発した。（５）マルチプレックスPCRによる多種同時検出系の検討を行っ
た。（６）群集ネットワークの構造と動態の関係に関する新たな理論的知見を得た。

研究成果の概要（英文）：We have developed the molecular and theoretical techniques to establish eDNA-based
 fish community monitoring. The major achievements are as follows: (i) A molecular biological methodology 
established to detect and quantify eDNA of seven fish species of the Lake Biwa-Yodo River System; (ii) DNA
 release and decomposition rates of fish individual, the basic parameters, and their condition dependence 
experimentally determined for particular species; (iii) Field and laboratory experiments conducted to test
 the methods developed for eDNA-based monitoring of bluegill and Japanese giant salamander; (iv) Novel met
hodologies established to capture and concentrate eDNA in water samples; (v) Multispecies detection techni
que based on multiplex PCR studied; (vi) Novel theoretical hypotheses obtained as to community network str
ucture and its community dynamics consequences.
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１．研究開始当初の背景 
(1) 群集生態学は、生物群集の構造に関する
時空間的パターンを理論予測・発見し、これ
を理解しようとしてきた。だが、その実証的
研究には様々な制限が伴う。なかでも多種の
個体密度を同時に、比較可能な方法で定量評
価する困難さから、群集構造の決定・比較は
容易でなく、実証的研究進展の大きな制約と
なっている。 
(2) 申請者らは、環境中に存在する生物由来
DNA を利用して生物を検出する方法に着目
した。申請者らの過去の研究から、湖水など
の環境水には相当量の魚類由来 DNA が含
まれていることが明らかになっている。また
我々は、水槽実験により、環境水中 DNA を
分析することで生息する魚種の特定が技術
的に可能であること、標的魚種の量に応じて
標的 DNA 量が増えることを確認していた。
そこで、これまで単一種への適用に限られて
いた環境中 DNA 分析手法を、より体サイズ
の大きい生物の多種系に適用して群集構造
を定量的に評価する着想を得た。 
 
２．研究の目的 
(1) 種多様性・種構成等に関する群集パター
ンを、野外において検出・実証テストするの
は容易ではない。生物群集は多種系であり、
それら構成種の個体群密度、その空間分布、
時間変動の推定に大きな労力や困難を伴う
ためである。 
(2) 本研究では、環境媒体中（湖沼における
水試料）に含まれる生物由来 DNA の分析に
基づき、迅速かつ定量的に群集構造（種構
成・個体群密度）を解析する簡便かつ標準化
された新手法を開発し、群集生態学における
実証研究の可能性を飛躍的に高める方法論
的枠組みの構築を目指す。 
(3) さらに、この環境 DNA を利用した生物
群集モニタリング手法を野外等における魚
類群集に実際に適用し、この新しく開発する
群集解析手法の有効性と特徴、限界を検証す
ることを目的とする。 
(4) 環境 DNA データの蓄積が進むと、多種
を対象とした生物群集研究や、多種時系列デ
ータの群集生態学における活用が求められ
利用になる。そこで、これらを可能にするよ
うな理論の構築を本研究課題の第四の目的
とする。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究課題では、特異的プライマーを用
いたマルチプレックス PCR により、特定の
水域に生息する魚種の DNA を同時検出する
系を開発する。具体的な対象は、申請者にと
ってアクセスしやすい琵琶湖における全魚
種とする。これを実現するために、琵琶湖に
生息する全魚種の DNA を入手し、ミトコン
ドリアチトクローム b遺伝子のデータベース
を補完する。このデータを元に各魚種の特異
的プライマーを設計し、定量性のあるマルチ 

プレックス PCR 系を確立する。 
(2) この手法の定性的・定量的妥当性を、水
槽実験および野外実験により評価し、必要な
場合には系の再設計を行う。 
(3) 環境 DNA 技術の確立に伴って蓄積する
と思われる群集データを利用して検証可能
な群集生態学的理論を構築するとともに、多
魚種環境 DNA 時系列データの利用方法を検
討する。 
 
４．研究成果 
(1) 琵琶湖生息魚種のシーケンス情報取得 
琵琶湖生息魚類のうち、チトクロム b 領域に
ついての配列情報が蓄積されていない種に
ついて 、同領域のシーケンスを行い、環境
DNA 分析に用いるプライマーの設計に必要
な情報を揃えた。 種特異的な検出・定量系
の確立環境 DNAを用いた生息種定量に向け
て種特異的な検出・定量系を確立するため、
琵琶湖淀川水系に生息する魚種のうち、オオ
クチバス、コクチバス、ブルーギル、アユ、
アユモドキ、スズキ、ボラの検出・定量系を
開発した。 
(2) 環境 DNA を用いた魚類のバイオマス推
定に向けて、環境 DNA 放出・分解速度、お
よびその条件依存性を調べた。体サイズと環
境 DNA 放出量の関係に関する知見を得た。
また、水槽実験により、環境 DNA の分解速
度に関する基本的な知見を得た。さらに、環
境 DNA の放出速度と分解速度が給餌の有無
や魚体の生死によってどのように影響され
るかを示した。環境 DNA の主な放出源と考
えられた粘液については、その置換速度を、
安定同位体比の変化速度から推定した。
（ Maruyama et al 2014 Ecol Freshw 
Fish）」 
(3) 環境 DNA を利用した生物モニタリング手
法の野外実証実験を行った。在来及び外来オ
オサンショウウオの分布域を迅速に推定す
る手法を開発し、京都府の桂川水系における
外来種の分布拡大を示唆する結果を得た
（Fukumoto et al. 投稿中）。」また、ブルー
ギルについては、止水域において在/不在を
検出する手法を確立し、環境 DNA 手法でよ
り高精度に在/不在を判定できること など
を明らかにした(Takahara et al., PLOS 
ONE, 2013)。 
(4) 環境 DNA の効率的濃縮法の開発をおこ
なった。野外で採取した水から環境 DNA を、
より高い回収率と再現性で回収するための
手法を比較検討した。その結果、機器や電気
供給が十分でない調査現場でも確度の高い
環境 DNA 分析を行えるようになった
(Minamoto et al. 投稿中)。また、 どのよう
な状態で水中に存在しているのか不明であ
る環境 DNA について、試料水の pH の調整
や酵素処理の有無などの条件検討を行い、よ
り DNA 補足効率が高くなる濾過・抽出の条
件を明らかにした。 



(5)種特異的なプライマーセットを複数種同
時に使用することで、1チューブで複数 のタ
ーゲット種の DNA を同時に増幅するマルチ
プレックス PCR による多種同時検出系の検
討を行った。 
(6) 多種の環境 DNA 量の時系列データから
群集構造を推定するための数理的手法
（Convergent Cross Mapping）の開発に取
り組んだ。これにより種間の causality を予
測する事が可能になる事が見込まれる。また、
多種環境 DNA データの蓄積によって実証が
可能になる事が期待される、群集ネットワー
クの構造と動態の関係に関する新たな理論
的知見を得た（Mougi & Kondoh 2012, 
2014a, b）。 
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