
要約 

 

2002年、世界魚類センター(WFC)

がアフリカで養殖及び遺伝的特徴

についての研究を実行できたのは

、日本からの支援の結果といえま

す。 

 

プロジェクト1の目的は、養殖池

の条件のもとで成長のよりはやい

ティラピア品種を養殖することに

より、養殖生産を改善することで

す。成長のはやい魚を選択して養

殖するだけのことで、アジアにお

けるティラピアの成長が著しく伸

びたことが示されました。WFCは

現在、この成功のもとに、独自の

技術をアフリカ特有の条件に適合

させ、ナイルティラピア(オレオク

ロミス・ニロティクス)の生産性を

改善する試みを行なっています。

この目的のために2002年、大量選

別及び複合家族選別を続行し、第

4代目の魚を生産しました。これ

までのところ、成長に関する主な

進歩は達成できましたが、これら

の結果を確認するためには、さら

なる実験を行なう必要があります

。2003年の目標は、これら選別プ

ログラムを続行することであり、

同時にアフリカの研究者の能力を

高めて選別プログラムを実行させ

ていくことです。 

 

プロジェクトの2つ目は、主に養

殖管理技術を改善することを目標

としています。2002年に得られた

結果によると、その年にうまれた

魚を放流し、満6 

ヵ月の養殖期間養殖することによ

り純益が倍にもなるということが

わかりました。しかしながら、異

なる管理条件のもとで最も経済的

に効率の良い方法は何か、という

ことについてさらに研究を重ねる

ことが必要です。 

この研究をサポートするために、

養殖場レベルで生産経済性を理解

するための試験的な調査 

が実行されました。2003年の目標

は、養殖システムの生産性及び経

済発展性を強化すべくさらに生産

に関する実験を実行していくこと

に置かれています。また、エジプ

トのさらに他の地域においてもも

っと広範な養殖経済性についての

調査を行い、その上エジプトの養

殖産業及び漁業に影響を与える市

場要因についての調査も行う予定

です。 
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日本の支援によるアフリカの

養殖及び遺伝的特徴について

GIFTナイルティラピア(上)と未改良ナイルティラピア品種(下)を比較した様子 

ティラピアの幼魚 



はじめに 
 

アフリカ及び西アジアのWFCにお

ける研究に対する日本側の援助の

おかげで、エジプトのアバッサに

あるWFC附属施設での重要な研究

プログラムは発展をみてきました

。とりわけこの援助を受けて発展

したものに二つのプロジェクトが

あります。以下に2002年における

この両プロジェクトの活動、業績

内容を記します。 

 

プロジェクト1： 

アフリカのティラピアの

遺伝的改善 

該当時期： 2002年 

 

背景及び研究理由 
 

シクリッドはアフリカ、アジアに

多くみられる主要なフィンフィッ

シュのグループに属し、アフリカ

の主な国々で貧しい人々の食料源

として重要なものです。養殖産業

でますますこの魚を生産するよう

になり、貧困問題を著しく緩和す

ることに貢献しました。アフリカ

におけるティラピアの飼育は、最

近では僅か数ヵ国に制限され、未

改善のナイルティラピアの個体群

に主に基きます。養殖魚を遺伝的

に強化することにより、これらの

国々での生産効率が改善されるし

、他の生産業者もこの技術を採用

し、その結果栄養不良や貧困とい

った問題も著しく減少させること

が可能になります。養殖遺伝的改

善プログラム(GIFT)を通じ、WFC

は早く成長する魚を選択するだけ

のことでアジアにおけるティラピ

アの成長を著しく増大させ、この

改善された魚が今や現地で広範囲

に渡って利用されているというこ

とを証明しました。結果として、

アフリカにおける養殖生産は、現

地において早く成長する魚を生産

することによってかなり改善され

ると考えられています。 

 

アジアから直接この改善品種を移

送することは、まだ実行されてい

ません。というのはアフリカにお

ける生殖細胞質、及び有り得る遺

伝子型、また未知の遺伝子型が、

環境相互作用により不利な影響を

うけるかもしれないとの危惧があ

るからです。従って、WFCが現在

行なっている方法とは、アフリカ

の遺伝的改善のためにアジアで実

験されている技術に適合すること

であり、またその他の方法をも試

すことであり、そして魚が淡水へ

移された場合に、遺伝的に改善強

化された品種が環境に与える可能

性のある影響について研究するこ

とであるのです。当報告書には、

2002年WFC現地調査施設におけ

るこの課題に関する進展の様子が

述べられています。 

 

 

目的 

 

 養殖のために遺伝的に改善し

たティラピアの生産 

 大量選別と家族選別法を比較

することにより、アフリカ用

のティラピア飼育の適した方

法を確認し、養殖用改善ティ

ラピアを生産するためにマー

カー使用の選別方法の価値の

可能性を追求する 

 養殖品種の環境への影響及び

養殖産業における実際的作業

を評価する方法の開発 

 

2002年 結果報告 

 

大量選別法 

 

ナイルティラピア及び青ティラピ

アを使用した2つの選別プログラ

ムを実行中です。その際、全ての

世代で無作為に取り出した雌雄集

団(コントロール集団)及び一番大

きい雌雄10%(選別集団)を再生産

し、土の養殖池において幼魚の様

子をテストします。ナイルティラ

ピアにおいては、2世代が23%の

改善を見、青ティラピアでは3世

代が13%改善しました。ナイルテ

ィラピアの第3代目では、結果か

ら、テスト期間中の温度が低いた

めに、選別ラインよりも、無作為

コントロールラインの方の幼魚を

多く死亡させてしまうことがわか

りました。評価の池にいるコント

ロールラインと選別ラインの間の

魚の密度の違いのために成長状態

が影響を受けたと考えられていま

す。 

小養殖場でのティラピア養殖に使用
するハパ網ケージ(アフリカにて)



ナイルティラピア及び青ティラピ

アについては、選別プログラムは

2002年の間続行されました。2002

年4月に取り出した魚のうち、無

作為(コントロール)及び一番大き

い10%の(選別)雌雄が再生産され

、現在土の養殖池でこれらの幼魚

の状態が観察されています。 

この調査の結果データを利用し、

選別ラインにおける遺伝的な発展

及び将来の利用法が決定されます

。最終品種改良データは2003年4

月の成長期間の終りの時点で出て

くる予定です。また、選別ライン

、コントロールラインの存続に与

える温度の影響もさらに調査する

ための実験作業も予定されていま

す。 

 

複合家族選別 
 

前シーズンからの2重交配種をハ

パの中で交配させ、全シブと半シ

ブのグループを生産し、そこから

うまれた幼魚を選別の基となる個

体群とみなし、各々フロイタッグ

をつけました。 

魚はそれぞれ体重を測定し、摸擬

養殖状態において共同の土の養殖

池で成長させ、この養殖期間の終

りに、魚をとりいれ各々体重を記

録しました。このデータを使い、

遺伝に関するパラメーターを見積

もり、次世代を担う親として効率

のいい種の魚が選ばれるのです。 

 

米国オーバーン大学との共同作業

により、遺伝マーカーと様々な特

徴との間の関連の可能性を現在調

査中です。前述の個体集団にいる

魚には目印のタッグをつけ、2ヵ

月の間別の池で飼育しました。成

長に関するデータを収集した後、

性的成長具合、環境ストレスに対

していかほど忍耐力があるかにつ

いての情報が集められました。こ

れらの結果から、数個の個体から

血液サンプルを採集し、現在DNA

マーカーのためにオーバーン大学

研究室で分析中です。 

 

低インプット条件におけ

る複合家族選別 
 

次のプロジェクトはオランダのヴ

ァーゲニンゲン大学と共同でおこ

なわれています。ナイルティラピ

魚の成長具合を検査するサンプリングの様子(マラウイ・ドマシの国立養 殖センターにて)



アの第一回目の選別作業を養分を

含んだ養殖池という条件で行いま

した(飼料無)。全シブと半シブの

家族が生産されました。魚には各

々目印のタッグをつけました。最

初の段階の体重を記録し、共同の

テストを行ないました。養殖期間

の終りに各々の体重を集めました

が、このデータは遺伝パラメータ

ー評価及びデータ分析の際に使用

されます。2回にわたる選別作業

の最後に、選別ラインをWFC開発

ラインと、効果的な養殖状態にお

いて比較します。この結果を相互

養殖状態のもとで評価し、その結

果を分析して、両方の環境条件に

おいてどちらか一方のラインの方

が他方よりうまく機能するかどう

かを確認します。このプロジェク

トを進めるにあたり、博士課程の

学生2名、修士課程の学生3名が参

加することになっています。 

 

養殖産業が与える環境へ

の影響 
 

養殖品種が周辺の海洋生態系に与

える影響を研究するという提案が

なされています。その研究に必要

な資金源の確認が必要です。 

 

選別飼育技術のアフリカ

への移出 
 

WFCは、ティラピアについての遺

伝的改善プログラムを成功裡に収

めたことにより、アジアで成功を

おさめた改善技術をアフリカに提

供することにしました。つまりア

フリカの国々の能力を高め、アフ

リカ現地のティラピアを利用した

国の養殖プログラムを開発する援

助を目的としています。この目的

を達成するにあたり、当プロジェ

クトはコートジボアール、エジプ

ト、ガーナ、マラウイのアフリカ

4カ国と共同で行なわれました。

現地の研究所はとりわけエジプト

での作業に深く関わることになり

ました。86個の全シブと半シブの

家族が、WFCの調査ステーション

で生産され、ハパでの評価用にエ

ジプト中央養殖研究所(CLAR)附属

の池に移されました。この間、選

別プログラム管理及び実行の点に

関して実践トレーニングが施され

ました。さらに、特殊地域訓練プ

ログラムが遺伝研究データの収集

、処理、分析に関しても作成され

ました。このプログラムはマレー

シアのペナンWFC本部との共同で

作成され、アフリカ7ヶ国、つま

りコートジボアール、エジプト、

ガーナ、ケニア、マラウイ、ナイ

ジェリア、南アフリカ共和国から

15名の訓練生が参加しました。 

 

ティラピア生殖細胞質の

作成及び維持 
 

エジプトのナイルティラピア4個

体群及びケニアとコートジボアー

ルの2個体群、また2件の交配種、

2件の大量選別ラインが養殖され

ています。青ティラピア、それに

ティラピアジリリもまた飼育され

ています。 

 

2003年の活動予定 
 

 2002年度の選別結果及び実験

結果を基に、ナイルティラピ

アと青ティラピアの大量選別

プログラム、ナイルティラピティラピア幼魚の分類をし、数を数える 



ア選別プログラムを養殖作業

条件下で継続します。 

 選別プログラムに対する関連

反応を研究し、予期せぬ選別

の際の問題点を研究します。 

 ヴァーゲニンゲン大学との共

同作業により、効率のよいラ

インを生み出すべく養殖条件

での選別を続行します。 

 調査作業及びトレーニングを

実践することにより、国立農

業調査サービス(NARS)の選別

プログラムを実行する能力を

強化するよう努めます。 

 

WorldFish Center 

のスタッフ 
 

マーモウド・A・レズック、エプ

テハーグ・A・カメール、ジョー

ジ・ジョーン、その他アッバサの

スタッフ 

協力者：ラウル・ポンゾーニ、オ

ラ・フロラベル・ガガラック・ラ

ント、シャーリー・タン(ペナン) 

 

共同研究機関 
 

中央養殖調査研究所(エジプト)、

オーバーン大学(米国)、ヴァーゲ

ンニンゲン大学(オランダ) 

 

サービス及びトレーニン

グ活動 
 

エプテハーグ・A・カメール、200

2年 

ティラピアの特徴(講義) 

ティラピアのふ化及び養殖に関す

る地域トレーニングコース 

ICLARM、アフリカ西アジア地域

調査センター 

2002年4月21日-5月2日 

 

レズック・M・A、2002年 

ティラピアの遺伝的特徴・改善と

対話(講義) 

ティラピアのふ化及び養殖に関す

る地域トレーニングコース 

ICLARM、アフリカ西アジア地域

調査センター 

2002年4月21日-5月2日 

 

レズック・M・A、2002年 

養殖産業における遺伝学の適用(講

義) 

国際養殖訓練プログラム 

エジプト・カイロ在エジプト国際

養殖センター 

2002年10月1日-12月15日 

 

マーモウド・A・レズック、2002

年 

遺伝パラメーター評価、飼育デー

タ分析に関する地域トレーニング 

ICLARM、アフリカ西アジア地域

調査センター 

2002年5月12-16日 

 

会議・研究会等 
 

ジョーン・G、2002年 

科学・技術における倫理的、社会

的責任についての国際会議 

2002年10月19-

21日、エジプト・アレクサンドリ

アにて 

 

カメール・E・A、2002年 

アジアにおける養殖種族の改善及

び生態の多様化の保護管理を目的

とした、種族の調和標準化、遺伝

子バンク、配偶子管理技術に関す

る研究会 

2002年10月22-25日 

タイ・バンコク・パツムタニ国立

養殖遺伝子学調査研究所 

 

レズック・M・A、2002年 

生命の多様化、遺伝強化の環境に

与える影響に関する専門家会議 

アフリカの改善ティラピア種及び

異質種の紹介 

2002年2月20-

23日、ケニア・ナイロビにて 

 

レズック・M・A、2002年 

西アフリカ魚類の生態の多様化、

管理及び利用法 

2002年7月2-

4日、ガーナ・アックラ 

 

参照 
 

A： 定期刊行雑誌記事 
レズック・M・A、E・A・カメー

ル、R・A・ドウンハム、A・Aラ

マダン、2002年 

水温を低下させる状態におけるエ

ジプトティラピアの成長具合の比

較 

『養殖』202号、239-247ページ 

 

B ：会議資料 
 

ガーデナー・P・R、L・S・リム

、G・ジョーン、2002年 

魚類における新たなバイオテクノ

ロジーの適用 



バイオテクノロジー及びその発展

維持に関するアレクサンドリア会

議：南北の意見、2002年3月16-

20日、エジプト・アレクサンドリ

アにて 

 

プロジェクト2：養殖管

理技術の改善 

該当時期：2002年 

 

プロジェクトの背景及び

実行の理由 
 

エジプトにみられる養殖技術の急

速な発展は、この地域にとって幸

先のよいスタートとなりました。

このよい状態は維持されるべきで

あり、また可能な限り他のどの国

においてもこの知識を利用しない

手はありません。というのは、状

況の変化につれて市場環境もあら

たにつくられ、それは将来的にみ

てこの分野の発展につながるから

です。このことを支援するために

は、エジプト及びその地域の調査

課題を拡張することが必要です。

そして広く適用される優先的な種

族のための、養殖管理技術発展を

めざしていくこととなります。 

この計画を遂行するにあたり、力

を注がねばならない点は主に次の

2つの分野です。 

1：種生産技術 

2：異なる飼育システムでの生産

に関する管理オプション 

この過程全体に対する理解を改善

する努力をする一方、養殖生産を

著しく維持発展させる必要がある

ならば、生物学的要素、市場的要

素、、社会的要素及び機関的要素

も適当に考慮にいれるべきです。 

目的 
 

 魚類生産性の向上、及び郊外

、地方の食糧の安全性確保の

為水利用を最善化する 

 エジプト内での条件における

経済成長を維持改善するのに

有効となる養殖の多様化、強

化を目的として技術の発展に

努める 

 該当地域における、養殖業導

入プロセスに対する理解を深

める 

 養殖生産技術の様々な観点に

関する地域及び国家あげての

トレーニングを提供すること

により維持可能な養殖産業を

実践する能力を強化する 

 

2002年の結果 
 

養殖の実践においての技術的、経

済的成長を強化するために様々な

実験がなされました。その主な理

由はティラピアの値段が低下した

ため養殖業者がこうむった経済的

打撃を乗り越えることにありまし

た。つまり、大きいティラピアの

みを要求する限られた消費者グル

ープに迎合するよりむしろ、その

他の消費者グループをターゲット

にするために、市場向きの様々な

大きさのティラピアを生産するこ

とによって得られる利益を見積も

るという方法です。これは異なる

様々な養殖期間、魚の放流密度、

魚の大きさをテストして調査しま

した。またティラピア、ボラ科の

魚、アフリカナマズについても調

査しました。 

 

この研究により得られた結果から

明らかになったのは、今年度に産

まれた幼魚(平均重量0.4グラム)を

3/平方メートルの密度で放流する

と、養殖業者は冬を越した幼魚(平

均重量12グラム)を3ヵ月の飼育期

間の後に放流するのと較べて2倍

もの純益を得ることができるとい

うことです。これは、主に飼料及

び養殖池の管理にかかるコストが

押えられるからです。同様の放流

方法を行ない6ヵ月の成長期間を

与えたところ、今年度に産まれた

幼魚を使った場合の純益は、冬を

越した幼魚の場合より約40%も高

くなりました。また、6ヵ月の養

殖期間を終えた魚を取り出した際

の利益は、それより小さい魚を3

ヵ月の養殖期間を2度連続してと

り、2度にわたって取り出した場

合の利益の倍以上になるというこ

ともわかりました。 

 

2000年、2001年には、WFCの調

査によりクラリアス・ガリエピヌ

スの放卵の単純な低コストの技術

が証明されました。この技術を普

及させる目的で、3日間のトレー

ニングコースが2002年6月、エジ

プトの様々な地方からの養殖業者

のためになされました。6週間後

、彼らは再び召喚され、当時実際

に実験したところでうまれた幼魚

を観察することになりました。こ

の試みは非常に大きな成功をおさ

め、この養殖業者達は各々の養殖

場でこの新たな技術を採用するこ

とにもなりました。このトレーニ



ング活動に従い、ある養殖業者な

どは、2002年にすでに何千もの幼

魚を生産し、さらにこの事業の規

模を拡張することを検討中です。 

 

養殖場のレベルにおける生産経済

性の動きに対する理解を深めるた

めに、様々に異なる養殖レベルを

もつ20以上の養殖場から成るファ

ヨウム魚類養殖協会と共同で、フ

ァヨウム地域において試験的調査

が開始されました。様々な養殖業

実践の、経済的成長を評価するた

めのデータを収集しました。結果

分析は現在進行中で、このデータ

を使って前述の協会に忠告を与え

たり、養殖場レベル及び実験池で

のこれからの調査を行なっていく

上で援助する予定です。 

 

この作業を補足するため、エジプ

トでの魚の需要供給についての研

究の発展について討論するために

、自由に思いつきを出しあう会議

が5月21日に開催されました。こ

の会議には、エジプトの社会科学

者及び漁業・養殖に携わる様々な

グループの人々が参加しました。

将来の作業計画にむけて、フォロ

ーアップ討論、会合が行なわれま

した。 

 

2003年の活動 
 

 生産に関する諸実験を行ない

、養殖システムの生産性、技

術的経済的成長を強化し、養

殖の多様化のために適した訓

練を進める 

 養殖品種及び養殖される可能

性の高い品種の様々な段階に

おける飼料の与え方の公式を

あみだし、その際、高価な輸

入材料にかわって現地でまか

なうことの可能な動物性、植

物性の材料を利用し、利益を

高める 

 ファヨウムでの養殖場での経

済状態の調査を実行し、エジ

プトでの様々な養殖作業の経

済状態に対する理解を深める

ために、この調査内容をエジ

プト内の他の主要な養殖シス

テムの地域にも利用する 

 魚の需要供給に関する調査を

開始し、エジプトでの養殖場

及び漁業の将来的発展に影響

を与える社会経済的要因、市

場要因の理解を深める 

 

WorldFish Center 

のスタッフ 
 

ガマール・エル・ナッガー、ジョ

ージ・ジョーン、国より選抜され

たスタッフ 

 

共同作業を行なう機関 
 

エジプト：中央養殖調査研究所、

FAO、アラブ農業開発機講(AOAD

)、近東基金(NEF)地方事務所 

マラウイ：マラウイ国立養殖セン

ター 

カメルーン：農業開発調査研究所

、養殖・漁業・動物産業官庁、IIT

A 

オランダ：ヴァーゲンニンゲン大

学、動物科学研究所(INREF-

PONDプロジェクト) 

 

サービス及びトレーニン

グ活動 
 

エル・ナッガー・G.O 

初期段階の実践的飼育、性別逆転

段階、成長と品種(講義) 

様々な養殖システムにおける栄養

原理の適用についての訓練プログ

ラム 

WFC、ヨーロッパ共同体の多様分

野援助プログラムによって設立(エ

ジプト・アバッサ、2002年3月11-

14日 

訓練生は指導的な商業養殖活動を

行なっているエジプトの3 

地域出身の漁業養殖者19名 

 

エル・ナッガー・G.O 

魚類飼育の公式(講義) 

様々な養殖システムにおける栄養

原理の適用についての訓練プログ

ラム 

WFC、ヨーロッパ共同体の多様分

野援助プログラムによって設立(エ

ジプト・アバッサ、2002年3月11-

14日) 

訓練生は指導的な商業養殖活動を

行なっているエジプトの3 

地域出身の漁業養殖者19名 

 

エル・ナッガー・G.O 

ティラピア品質管理及び種生産(講

義) 

淡水、塩水でのティラピア養殖に

関する訓練プログラム 

WFC、FAO(近東地域事務所)によ

って設立(2002年4月21日-

5月2日、エジプトのアバッサにて) 

ヨルダン、レバノン、パレスチナ

から5名が参加 

 



エル・ナッガー・G.O 

魚の栄養についての原理(講義) 

淡水、塩水でのティラピア養殖に

関する訓練プログラム 

WFC、FAO(近東地域事務所)によ

って設立(2002年4月21日-

5月2日、エジプトのアバッサにて) 

ヨルダン、レバノン、パレスチナ

から5名が参加 

 

エル・ナッガー・G.O 

ティラピアの栄養及び実際的飼育(

講義) 

淡水、塩水でのティラピア養殖に

関する訓練プログラム 

WFC、FAO(近東地域事務所)によ

って設立(2002年4月21日-

5月2日、エジプトのアバッサにて) 

ヨルダン、レバノン、パレスチナ

から5名が参加 

 

エル・ナッガー・G.O、ワヒード

・エルワン、M・エヒア、2002年 

アフリカナマズの自然放卵につい

ての実践的訓練コース 

当トレーニングはWFCにより計画

され、2002年6月3-

5日エジプトのアバッサで行い、

養殖業者6名とNARSが参加 

 

会議及び研究会 
 

エル・ナッガー・G.O 

ヨルダンにおける魚類養殖、現今

の状態、可能性と挑戦(発表) 

戦略的計画研究会(2002年10月28

日、ヨルダン近東基金事務所、W

FC主催、ヨルダンのアンマンにて

) 

この研究会には40人もの人々が参

加し、中には水潅漑官庁大臣、ヨ

ルダン渓谷機関長、及びその他政

府役人、現地のNGO、漁業関係者

等もふくまれる 

 

参照 

 

A：刊行雑誌記事 
 

デイアプ・A・S、G・O・ナッガ

ー、M・Y・アブデルハーデイ、2

002年 

ニゲラサティバLの評価(黒色種、

バラッカ) 

ナイルティラピア幼魚の成長のた

めの飼料添加物及び免疫刺激剤と

してのにんにく、 

BIOGEN(スエズ運河獣医医学ジャ

ーナル5(2)：745-753ページ 

 

エル・ナッガーG・O 

水レベル、水温との関連における

アフリカナマズの放卵反応 

監禁状態での飼育と幼魚生産の密

接なかかわりあい(準備中) 

 

 

B：会議資料 
 

エル・ナッガー・G・O、R・E・

ブルメット、モハメドエヒア、W

・エルワン、2002年 

水深及び水温操作を通して土の養

殖池で魚の産卵に刺激を与えるこ

とによりアフリカナマズの幼魚を

生産する 
 
 

ある養殖場で捕獲したティラピア 


