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ほ
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ハンドウイルカの冷蔵保存精液を
使った人工授精 ～前編～

特集

２００９年に人工授精の研究を始めて１１年が経ちました。そして今年、これまでの努力が実を結び、
名古屋港水族館とオキナワマリンリサーチセンターで当館のハンドウイルカのラスター（オス）の子ども
たん
しょう かい
が人工授精によって誕生しました。今回はこの新しい人工授精の技術について２号にわたって紹介します。

反面、冷蔵庫で簡単に保管でき精子のロスも少ないの
が利点です。冷蔵保存の際には、精子の運動性を保つ
ための保存液を混ぜます。そのため、イルカの精液に
最適な保存液を開発する必要がありました。まずは、
あつか

き

そ

楠准教授のもとで精液の扱 いの基 礎 を学びました。鹿
児島にも来ていただき、精液の扱いの研修や実験も目
の前で行っていただきました。研修を十分受けた後、
保存液開発のための実験がスタートしました。神戸か
ら送られてきた保存液に採取したラスターの精液を混
ぜ、混ぜる前と混ぜた直後の精液の状態の検査をおこ
ない、さらに神戸大学に送って保存試験をしていただ
く

きました。２年間この実験を繰 り返し行い、なんとか

抗生剤を入れる

完成した保存液

１週間ほど良い状態で保存できる保存液を開発するこ
そして保存液を作製し、実際に精液を混ぜて精子の状

とができました。

態を毎日検査しました。保存液が改良されるにつれて

研究継続の危機と保存液開発

精子が動いている期間も長くなりました。

保存液の開発にめどがたち、そろそろ実際に人工授

そのころは精液と保存液を混ぜた後すぐに冷蔵庫に

精をしようしていた矢先のことでした。日程を決めた

保管していたのですが、ある日室温で３時間ほど放置

数日後、私の電話が鳴りました。楠准教授が急逝 され

してしまったことがありました。慌 てて冷蔵庫に入れ

のラスターの精液を

たという知らせでした。保存液の作製は全て楠准教授

たのですが、なんとすぐに保存していたものより、格

採取できるように

が担っていたため、保存液の組成を知っている人が誰

段 に精子の状態が良いことに気がついたのです。もし

人工授精はオスの精液

なったことから始ま

もいなくなってしまったのです。訃 報を受けて目の前

かしたら、イルカの体内３６℃前後の精子を一気に４℃

を人工的に採取し、メス

りました。神戸大学

が真っ暗になりました。しかし、ご遺志を継 ぐために

まで下げるよりも、室温で３時間ほど放置したほうが

に注入して繁 殖 させる方

の 楠 准 教授と共同

も、これまで作り上げてきた技術を使い人工授精を成

急激 な温度変化にならず、良い結果につながったのか

法です。そもそもなぜ人

研究として進めるこ

功させなければなりません。まずは残された資料や他

もしれません。

工授精の技術が必要なの

とになり、そこで提

の論 文を頼 りに、独学で保存液を作製することにしま

で し ょ う か。 １ つ の 水

案されたのが精液の

した。今回開発した保存液には細胞 を保護する役割 と

族館で繁殖を続けると血

冷蔵保存でした。

名古屋港水族館の赤ちゃん

オキナワマリンリサーチセンターの赤ちゃん

人工授精
はん しょく

ふ

つ

くすのき じゅん

けつ

えん

縁 関係があるイルカが増

これまでイルカの

えて遺 伝的多様性を保て

人工授精では冷凍 保

い

ろん

たよ

ぼう

あわ

だん

げき

わり

せん

ハンドウイルカのラスター

して新鮮 な卵黄が使われていました。まずは県内の
スーパーを回り、保存液に使えそうな卵を探しました。

とう

ません。これが保てなく

せい

存された精液を使う

き

冷蔵保存したラスターの精子
（NE 染色× 400 倍）

なると流産や奇 形児の生
まれる確率が高くなりま

かん

のが主流でした。冷
凍保存は精子を半永

す。そのため、他の水族館とイルカを交換 する必要が

久的に保存すること

あります。しかし、イルカの輸送は飼育員にもイルカ

ができ、採精できる

にも大きな負担 とリスクが伴 います。精液だけを輸送

オスがいなくなって

して人工授精を行うと、イルカの負担やリスクなく遺

も人工授精ができま

伝的多様性を保つことができるのです。また、自然で

す。しかし、冷凍と

の繁殖に任せていると、相性の悪い個体の子どもは生

解凍に繊細な手技や

週間良い状態で保存することができるようになってい

まれません。そうならないためには、繁殖に参加しな

特殊な道具が必要

ます。次号では、実際にこの保存液を使用した人工授

いイルカの遺伝子を人工授精によって後世に繋 げるこ

で、解凍の際に受精

精についてご紹介します。

とも重要です。さらに水族館で開発した技術を応用す

能力のない精子が多

ることで、将 来 絶滅 に瀕 する野生のイルカを守ること

く出てしまいます。

たん

ともな

つな

しょう らい

めつ

ひん

につながるかもしれません。

人工授精の研究スタート
当館の人工授精の研究は、2009年にハンドウイルカ

室温で放置中の精液
採精子の様子

さく ご

つことができる保存液が完成しました。現在では約２

せん

しゅ

謝辞

ぶた

そ こ で、 豚 な ど
ちく

の家畜で使用され

本研究の成果を故楠准教授にお見せできなかったこ

凍結保存された精子

あい とう

とが非常に残念ですが、ここに感謝と哀 悼 の意を表し

ていた冷蔵保存した精液を使う方法をイルカに応用す

ます。本研究は京都大学野生動物研究センター共同研

ることにしました。冷蔵保存の場合、保存期間が短い

究共同利用により行われました。
卵黄のみを使用する
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試行錯 誤 を繰り返し、ようやく精子を良い状態で保

保存液に使った生卵

（柏木伸幸）

卵の黄身を投入

3

もう一点、イルカ水路の海底風景を再現した「見る

マスオの体重測定ができるまで

すい そう

ため」の水槽がプール中央に設置されました。生きも
せい そく かん きょう

のに触れるだけでなく、ぜひ、その生息環境の風景や

～アザラシの 体重計の台を DIY ！～

かん きょう

同じ環境で見つかる他の生きものの姿も、見て楽しん
かい そう

ゆう そう せい

でください。海藻や有藻性サンゴも、自然に近い状態
おく がい

そう

みなさんはいつ体重を測りますか。少なくと

アザラシ水槽 の陸上は平らではないため、飼育

も１年に１回健康診断などで体重を測ると思い

員が何度も自ら台に乗って確認しながら、地面

ます。かごしま水族館の２頭のゴマフアザラシ

につくかつかないかぐらいの長さに調整しまし

は月に２回の体重測定をします。えさの量が適

た。やっと台が完成し、いよいよトレーニング

正かを調べるため、定期的に体重を測る必要が

開始です。

あるからです。

せん

アザラシの体重測定は体重計の上に専用の台
ゆう

を乗せ、手の合図で台の上に誘 導して行いま
けい しゃ

の屋外水槽ならではのいきいきと成長する姿を見せて
あざ

１階：「タッチプール」

にん

くれています。陽光の下で鮮やかにきらめく魚をなが
み りょく

めるだけでも、鹿児島の海の魅力を感じられるでしょ
さ

こ

う。西日が差し込む夕方がおすすめです。

さっそく体重計を設置し誘導しようと試みま
したが、陸上にすら上がってきません。見慣れ
けいかい

ない体重計を警戒しているようです。

す。台は当初傾斜のついた「スロープタイプ」

体重計にすぐに乗せるのをあきらめ、まずは

でしたが、マスオの体が大きくはみ出してしま

体重計を置いた状態でえさを食べさせることか

うため、新しく傾斜のない「フラットタイプ」

ら始めました。毎日続けると、ゴマリンは１週

の台を作ることにしました。

間で体重測定ができるようになりました。一方
はな

マスオは飼育員から少し離れたところで見てい
るだけで一向に近寄ってくる気配はありません。
そこでトレーニング以外の時間にも設置する
時間を増やすようにしたところ、マスオがだん
だん体重計の前に来るようになり、10日目に
は初めて乗ることができました。トレーニング
を重ねるうちに乗る時間も長くなり、１か月後

タッチプール全景

よそお

イルカ水路の海底を模した展示水槽

この夏、タッチプールが少しばかり装い新たになり
ました。

最後に、みなさんへお願いがあります。より多くの

せん

まず、生きものを専用のかごに入れておくことで、

人が体験できるように、タッチプールでは生きものた

いつでも、小さな子どもたちでも生きものに手が届く

ちを水から出さず、命を大切にする気持ちでやさしく

ようになりました。これは、かごの外にいる生きもの

触れてくださいね。

とど

てん

（藤井琢磨）

を休ませることで、より元気な状態でより長い間、展
示するためでもあります。

にはマスオの体重測定ができました。乗りやす
い「フラットタイプ」にしたことと長時間体重

初代スロープタイプの台
くぎ

けず

木を切って、釘 を打ち付けて、角を削 って

計を置いて慣れたことが体重測定の成功につな
がったと思います。

93. カスザメ

（築澤咲音）

作った飼育員のDIYです。こだわりのポイントは

あさ せ

錦江湾では浅瀬から深海まで多くのサメのなかまが
見つかっており、本館４階「かごしまの海」コーナーで

ゆ

アザラシが台に乗るときの揺 れを少なくするた

てん

展示しているカスザメもそのひとつです。

すみ

めに、台の四隅 に木材を取り付けたことです。
アザラシがのぼりはじめると台が傾くが、四隅に
取り付けた足があるため、揺れが起きない。

エイのなかまのえら
（マダラトビエイ）

サメのなかまのえら
（ジンベエザメ）

にあるのに対し、サメのえら穴は体の横にあることで
す。カスザメは他のサメに比べて大きく広がった胸びれ
にかくれて見えにくいのですが、ここを観察することで
体重計

サメのなかまであることがわかります。
ぶ

足

アザラシが前に進むと
両方とも足が浮き

体重測定が
できる
足が浮いている

4

しゅん

すな

ほ しょく

か

カスザメは成長すると全長２mほどになり、砂 の海

た瞬 間に吸い込んで捕 食 するという狩 りをします。そ

底にもぐって生活しています。砂にもぐった状態でも呼

のため、泳ぎ回らずにじっとしていることが多く、展示

吸 ができるように、目の後ろにある噴水孔という穴か

しているカスザメも１日中ほとんど動きません。ところ

ら海水をえらに直接送っています。

が、えさのサバを与えた瞬間、ものすごい速さと力強

こ

2 代目フラットタイプの台。マスオの体にぴったりサイズ

体重計

カスザメは砂にもぐって待ち伏せし、えものが近づい

カスザメ

きゅう

ふん すい こう

まる の

カスザメはれっきとしたサメのなかまですが、外見が

さで頭を振り上げ、水ごと吸い込むように丸呑みにして

エイに似ているので、エイのなかまだと思われがちで

しまいます。ふだん動かないだけに、この瞬間は何度

す。分かりやすい違いは、エイのなかまはえら穴が腹側

見ても圧倒されます。
（渡部 凌）

ちが

とう

5

アオイガイのふ化
う

外洋に浮いて暮らすタコ『アオイガイ』

さらに、親のアオイガイが貝がらの中に入った状態

アオイガイは、貝ではなくタコのなかまです。マダ

のまま、卵がすべてふ化するまでの流れを観察する

コのように海底をはうのではなく、自ら作った殻に入

こともできました。赤ちゃんは朝、照明をつけたタイ

り表層で浮いてくらしています。アオイガイが体を入

ミングで1000匹ほどふ化し、それが４日間続きまし

れている貝がらの中には、たくさんの卵がぶらさがっ

た。その間、親は変わらずえさを良く食べていました

ています。貝がらを作るのはメスだけでオスは作りま

が、いつもは外に出している腕を中にしまっている様

せん。さらにオスは１㎝ほどの大きさで発見例はほと

子が多く観察されました。

から

もっと水族館が面白くなる！

生きものの名前

「この写真の生きものの名前はなんでしょう？」
「ゴマフアザラシ！」
もちろん正解です。しかし実は、答えはそれだけで
はありません。そこで今回は名前の秘密をのぞいてみ
ましょう。
ぎょ
水族館で生きものの名前を知りたいとき、まずは魚
めい ばん
名板（解説パネル）を見るのではないでしょうか。ゴ
すい そう
マフアザラシの水槽の魚名板を拡大すると、４つの名
前が書かれていますが、それぞれどんな意味があるの
でしょうか。
最初は「和名」です。和名とは、日本での生きもの
の名前です。生きものにも方言のように日本各地で地

方名がありますが、日本の多くの生きものには方言に
対する標準語のように、日本全国で統一した「標準和
ず かん
名」が付けられています。水族館や図鑑など正しく情

んどありません。アオイガイがどのような一生を送っ
興味深い生きものですが、捕獲の連絡をいただくの

赤ちゃん の大きさは１㎜。ろ

報を伝える時はこの標準和名が使われます。ちなみに
魚名板で使われている標準和名「ゴマフアザラシ」は
も よう
体のゴマ模 様 が由来です。また、「漢字名」とは、和
ひょう き
かん しゅう てき
名を漢字で表 記 したもので、慣 習 的 に使われていま
す。
さて、生きものには和名のように各国の言葉での呼
び方があるので、世界中の人に特定の生きものを伝え
るには世界で統一した名前が必要です。そこで使われ
しゃ たい
るのが「学名」です。学名は基本的にラテン語の斜体
で表記され、世界中どんな言語の人とも特定の生きも
のが共有できるとても便利な名前です。
最後に「英名」とは、英語での生きものの名前で、
はんてん
「Spotted Seal」は「斑点のあるアザラシ」という意
味です。
水族館に来たときは魚名板の名前にも注目しなが
ら、生きものたちを観察してみてください。もっと水
族館が面白くなるはずです。
（中村潤平）

はまれで、長く飼育できないため、残念ながらめった

うとから水流をはき出してピョ

に展示することができません。

コピョコよく泳ぎ、体の茶色の点

ているのか、その生態はなぞのままです。
かく

しき そ ほう

ちぢ

ぎゅっと縮 めたりしてくるくる色
を変えました。つつくと、つたな

０日目

すみ

いながら墨もはきます。

へこみがはっきり
してきた

100匹ずつにわけ、
グループごとに容器や
えさをさまざま変え
アオイガイ

貝がらから出てきた姿

赤ちゃんが初めて自然にふ化

て み ま し た。 こ れ ま
では翌日には泳ぐこと
しず

たねがしま

なく底に沈み死亡して
むか

今年はそんなアオイガイが、２月に種子島から、そ

いたため、２日目を迎

して６月に甑島からと２匹もやってきました。２匹は

えた時には感激しまし

傷もなく、翌日からオキアミやむきエビ、キビナゴな

た。４日目まで順調で

どを良く食べて、消化も確認できました。しかし、常

す。数グループは、ほ

に呼吸が早い状態は改善できず、どちらも２週間後に

とんど数が減っていません。赤ちゃんの胴部にへこみ

目指せ！イルカ調査隊

は弱って貝がらから出てしまいましたが、なんと飼育

がくっきりと現れてきて、２本の腕をよく伸ばすように

中に赤ちゃんがふ化したのです。自分で卵を破って泳

なってきました。吸ばんが１つ増えました。着実に成長

～錦江湾のイルカに迫る～

ぎだした赤ちゃんを回収できたのはこれが初めてでし

しています。しかし、５日目の朝に全てのグループが

令和3年12月18日
（土）～令和4年4月10日（日）

た。というのも、これまで貝がらに残された卵をふ化

沈んでしまっていました。解剖してみると、与えたどの

させたことはあるのですが、ふ化直前の卵はデリケー

えさも吸収していませんでした。
「えさ」という大きな

トで、ちょっとした刺

課題を残して、飼育は終了しました。一番知りたかっ

激でも破れて卵黄を吸

たオスとメスの違いについては、顕 微 鏡 で300匹を見

収し終わる前の赤ちゃ

比べましたが、見つけることができませんでした。

ちょう

きんこうわん

さ

た い

せま

てん

95号に引き続き今回は展
示の内容について、いくつか
ご紹介したいと思います。
けい
当 館 で は 開 館 以 来、 継 続
的に錦江湾のイルカの調査を
行ってきました。マスコミや
市民の方からの情報も多く寄
せられています。その結果、
ミナミハンドウイルカをはじ
めとしてハンドウイルカやハセイルカなどのイルカ
のなかま、マッコウクジラやザトウクジラなどの大
型のクジラのなかまも確認されています。このよう
なイルカ調査の結果の中から、今回は特に錦江湾に
定住していて年中見ることのできるミナミハンドウ
しょう
イルカに焦点を当てています。また、私たちの目の
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赤ちゃんは４日間もったが…

（色素胞）をめいっぱい広げたり

こしきじま

ひき

ぜん

特別企画展

うで

し

きゅう

２本の腕が
良く伸びる
４日目
どう ぶ
の

かいぼう

けん び きょう

んが出てきてしまって

ますますアオイガイのとりこに

いたのです。

赤ちゃんは残念ながら１週間も生かすことができま
せんでした。けれども次に試してみたいことがいっ

錦江湾のイルカ調査の様子
はぐく

前でミナミハンドウイルカを育む錦江湾が、どのよ

ぱいあります。貝がらが空っぽになった後の親の腹に

うな環境の海なのかも紹介しています。
うつ
会場ではプロジェクターで映し出されたミナミハ
ンドウイルカを実際に数える体験ができるほか、ド
ローンを用いた空からのイルカ調査についても紹介
します。海で泳ぐイルカたちの様子を感じながらそ
の生態に迫ってみてください。
（大瀬智尋）

は、もう白い卵がつまっていました。考えていたより

かん

しょう

産卵のサイクルは短そうです。そうであれば与えてい
卵黄がまだ残っている赤ちゃん

貝がらの中に下がる卵塊

泳ぎ回ると卵黄ははずれ、翌日に
は皆動かなくなってしまう。

卵はブドウのふさのように１粒１粒くっつ
いている。赤ちゃんが成長すると卵の色が
白からピンク色、黒茶色と変わるため、
成長段階の違うさまざまな色の卵がぶら下
がっていることがわかる。

たえさの量ではエネルギーが不足していたのかもしれ
ません。今回の貴重な経験を活かし、次はもう一歩前
進することができそうです。
（魚類展示係

柏木

由香利）
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パンサー尾形さん水槽展示に挑戦
10月１日の閉館後、KKB鹿児島放送の番組『ぷらナ
さつえい

ビ』の撮影のため、お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴
弘さんが来館されました。
KKBの 開 局39周 年にち な み「サンキュー大使 」に
なった尾形さんが、イルカ水路で魚を採集し、エントラ
てん

ンスホールに展示する水槽をつくるというロケでした。
なかなか魚が採れず、海中に顔を突っ込んで魚を探すという身体を張った一幕もあり、水路
ではなじみ深いクロホシイシモチ３匹とちょっとレアなマツダイ１匹を採集することができ
が

しょう

ました。展示としては少しおとなしい内容ではありましたが、岩のレイアウトや手描きの紹
こん しん

介パネルにもこだわりが表れていました。尾形さん渾身の水槽は10月17日まで展示され、
お客さまを楽しませてくれました。

（濵田毬華）

かごしま水族館 SDGs ～「かごしま SDGs 推進パートナー」に登録されました
すい

SDGsを推進する活動「かごしま水族館SDGs」を本格的に始動した当館。このコーナーでもさま
ざまな取り組みを紹介してきましたが、館内にはSDGsとは何かを解説し、当館の活動を紹介する

せん

コーナーがあります。ただパネルを読むだけでなく、地球のためにできることを考えた「My SDGs宣

言」を掲示することで、展示に参加することもできます。
今回SDGs推進に取り組む企業や団体として、鹿児
島市の「かごしまSDGs推進パートナー」に登録されま
した。持続可能でよりよい世界を目指すための一歩を、
ふ

一人ひとりが踏 み出せるよう、今後も「かごしま水族館
SDGs」に取り組んでいきます。

（出羽尚子）

編集後記

No.23

ウスハナフエダイ

ハナフエダイ

ウスハナフエダイ

Pristipomoides amoenus

Pristipomoides argyrogrammicus

2020年、伊豆半島以南の南日本で商業種
として流通しているハナフエダイに２種含ま
れていることが明らかになり、ハナフエダイ
とウスハナフエダイに分類されました。ウス
ハナフエダイは当時沖縄島と石垣島のみから
記録されていましたが、2021年12月に奄美
群島や台湾、フィリピン、フィジーなどから
も記録され、西太平洋域に広く分布すること
が分かりました。両種は形態が酷似していま
すが、遺伝的・色彩的には大きく異なり、ウ
スハナフエダイはハナフエダイと比較して、体
背部の黄色斑の中にまで青白色点があること
（後者ではない）、側線より下方の体側に青白
色点がないこと（後者ではある）などから容
易に識別されます。両種の生態や味の違いは
分かっていません。
（鹿児島大学総合研究博物館 館長 本村浩之）

さくらじまの海

この夏、かごしま水族館は新
型コロナウイルス第５波の影響に
よりお盆の直前から１か月半近く
も休館を強いられました。奄美
の世界遺産登録を記念して行っ
た特別企画展「奄美の宝～島々に
生きるものたち」も中断を余儀
なくされました。先の見えない中
不安もありましたが、職員たちは
思い切って水槽の展示を変更し
たり、ライブ映像の配信など新
しい試みにもチャレンジしてい
ました。その甲斐もあってか水
族館が再開すると待ちかねたよ
うに多くのお客さんがやって来
てくれました。また今年は水族
館として長く取り組んできたハ
ンドウイルカの人工授精の取り
組みにもようやく光が見えてき
ました。職員が持つネタは尽き
ることはないようです。
（宮崎）
2021年第25巻 第3号 通巻96号
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