
  
課 題 番 号 （１） 事業実施期間 平成 26 年度 
課 題 名 ニホンウナギの集団構造の把握と系群判別技術開発 
実 施 項 目 ３ 内外からのシラスウナギのサンプリング 
主担当者 白石 學（マリノフォーラム 21） 
分担者 石谷 論、橋本民雄、嵯峨篤司、吉田義弘、服部恵三、柴田 晃（MF21）、 

吉永龍起、阿見彌典子、筒井繁行（北里大学）、 
桑田 博、黒木洋明、山本敏博、眞鍋尚也（増養殖研） 

協力機関 東京医科大学、九州大学、各県水産研究所、和歌山県自然博物館、内水面

漁業協同組合等 
 
26 年度進捗状況 

【各河川のサンプリング状況】 
国内 
ニホンウナギの集団構造の把握と系群判別技術開発等に用いるシラスウナギを確保する

ことを目的している。サンプリングを計画した 6 河川の内、25 年度は千葉県（利根川）、

高知県（浦戸湾）、宮崎県（一ツ瀬川）、熊本県（緑川）、の 4 河川でサンプリングを実施し

た。26 年度は、残りの静岡県（浜名湖）、島根県（差海川）の 2 河川でサンプリングを実

施した。 
また、ニホンウナギの系群判別用の一塩基多型解析に用いる海産ウナギと淡水産ウナギ

のサンプルについては、九州大学、和歌山県自然博物館等から提供を受けて収集した。採

集場所は海産ウナギでは東京都（多摩川河口）と熊本県（球磨川河口）、淡水ウナギでは和

歌山県（富田川支流 高瀬川上流）と鹿児島県（土川）であった。 
 
（シラスウナギ） 
 ・静岡県（浜名湖）：100 個体：平成 26 年 3 月 21 日～24 にかけて夜間に灯火タモ掬い

により採集したシラスウナギを静岡県水産技術研究所浜名湖分場に持ち帰

り、エタノールアルコール（99.5％）で固定後、ステージ判別、体長、体

重を測定した。その後、（独）水研センター中央水産研究所において遺伝解

析用、耳石測定用に分離し固定等の作業を行った。 
      採集場所：浜名湖内（新居、舞阪） 
 ・島根県（差海川）：88 個体：平成 26 年 2 月 27 日、平成 26 年 3 月 17 日、平成 26 年

3 月 31 日、平成 26 年 4 月 1 日、平成 26 年 4 月 28 日、平成 26 年 5 月 30
日の夜間に灯火タモ掬いとトラップにより採集した。採集した個体を、島

根県水産技術センターに持ち帰り、エタノールで固定後、ステージ判別、

体長、体重を測定した。その後、（独）水研センター中央水産研究所におい

て遺伝解析用、耳石測定用に分離し固定等の作業を行った。 
       日本海側のシラスウナギの来遊は太平洋側と比較して遅く、採集された

のは 2 月 27 日～5 月 30 日の間であり、4 月 30 日の大潮時に最も多く採集

された。また、すでにアミ類を摂餌している個体も 7 尾確認されている。 
 

（海産ウナギ） 
・東京都（多摩川河口）：１個体：平成 23 年 8 月 8 日：全長 735（mm）、 

体重 628（gr）。 
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・熊本県（球磨川河口）：16 個体：平成 23 年 8 月 17 日、平成 25 年 10 月 15 日： 

全長：395～668（mm）、体重 50～408（gr）。 
 
（淡水産ウナギ） 
・鹿児島県（土川）：13 個体：平成 25 年 8 月 2 日、平成 25 年 11 月 19 日： 

全長、体重データは記載なし。 
・和歌山県（富田川支流 高瀬川上流）：3 個体 ：平成 26 年 7 月 2 日、 

平成 26 年 9 月 30 日：全長 523～630（mm）、体重 209～526（gr）。 
     
国外 
韓国及び中国のシラスウナギサンプルの入手が困難なため、それに変わる代替国からの

入手を検討した結果、代替国として台湾を選び入手可能な台湾南部の屏東県（Ping tung）
にある高屏川河口周辺で採取されたサンプルを入手した。 

2015 年１月 12 日～14 日に台湾に渡航しシラスウナギを入手した。 
・サンプル採集日；2014 年 12 月 31 日。 
・採集方法：Ping tung 河口域にて、複数漁業者により Fyke net、trawl net で採集された

シラスウナギをウナギ仲買業者より入手。 
・サンプル数：50 個体。 
・固定方法：採集直後にエタノールアルコール（99.5％）固定。エタノールは２回交

換し。エタノールを抜き、測定日まで冷凍保存した。 
・測定：（独）水研センター中央水産研究所においてステージ判別、体長、体重を測定 
後、遺伝解析用、耳石測定用に分離し固定等の作業を行った。 

 
【耳石日齢解析】 

増養殖研究所に届いたサンプルのうち約 250 個体について、シラスウナギから耳石を摘

出し、耳石の樹脂包埋とふ化輪が露出するまで研磨を終えた。千葉県・高知県・宮崎県の

サンプルのうち技術的に日輪査定が可能な個体について耳石日齢解析を行った。 
 
【各地域で採集したサンプルの違い】 
  ・各河川（台湾南部：屏東、静岡県：浜名湖、島根県：差海川）で採集されたシラス

ウナギのステージ（図 1）、全長（図 2）、を示した。 
  ・採集されたシラスウナギのステージ（図 1）は各地域とも VIA0、VIA1 が主体であ

ったが、台湾南部では他の 2 地域とは異なり VIA3 以上の個体は採集されていなか

った。 
・静岡県、島根県で採集されたシラスウナギは全長 53mm 代以以下の個体は採集され

ていなかったが、台湾南部では 48～53mm 代以下の個体も多く採集されており比較

的小型であった（図 2）。 
・現在まで採集された我が国 6 河川と台湾南部における最小全長、最大全長、平均全

長を表 1、図 3 に示した。静岡県では 47.5mm の最小個体が採集されたが、ステージ

は VIA1 で平均的であった。我が国各地で採集された個体の平均全長 57.1～59.2mm
で大きな差は見られなかった。一方、台湾南部の平均全長は 55.5mm であり VA の個

体も採集（16％）されていることから、台湾南部のシラスウナギはやや小型である

と推察された。 
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・千葉県のサンプルは 2014 年 1 月 8 日から 9 日に採集された（表 2）。色素発育段階

が VA の個体について耳石日齢解析を行った。日齢は 155 から 185 の範囲にあり、多

くは 7 月に孵化したと推測された。 
・宮崎県のサンプルは 2013 年 12 月 29 日から 2014 年 1 月 1 日に採集された（表 2）。

色素発育段階が VA の個体について耳石日齢解析を行った。日齢は 154 から 193 の範

囲にあり、多くは 7 月に孵化したと推測された。 
・高知県のサンプルは 2014 年 1 月 27 日に採集された（表 2）。色素発育段階が VB1 ～

VIA2 の個体について耳石日齢解析を行った。日齢は 130 から 170 の範囲にあり、多

くは 8 月に孵化したと推測された。 
・静岡県のサンプルは 2014 年 3 月 21 日から 24 日に採集された（表 2）。色素発育段

階が V I0 と VIA3 の個体について耳石日齢解析を行った。日齢はそれぞれ 195 と 208
であり、9 月と 8 月に孵化したと推測された。 

・同時期に採集された千葉県と宮崎県のサンプルを比較すると（表 2）、孵化月は同じ

であった。採集時期が遅かった高知県と静岡県では遅く生まれた個体が採集された

と推測された。 
・千葉県、宮崎県、高知県でレプトケファルス期間、変態期間、シラスウナギ海洋期

間を比較したところ、高知県ではレプトケファルス期間が短い個体が採集されてい

た。 
   
成果の公表（学会発表，論文等） 
  ・なし 

 
課題と対応策等 
  ・遺伝子解析に必要なサンプルがあれば検討する 
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図1. シラスウナギのステージの違い(%) 
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表 1. 採集されたシラスウナギの最小、最大、平均全長（mm） 

 
最小ＴＬ 最大ＴＬ 平均ＴＬ 

台湾南部 49.37 60.92 55.5 
熊本 54.76 64.54 57.6 
宮崎 54.25 65.5 59 
高知 52.7 61.9 57.4 
静岡 47.53 64.2 59.2 
千葉 52.3 64.8 57.1 
島根 54 64.2 58.5 
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図2. シラスウナギの全長（mm）の違い(%) 
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表 2．採集されたシラスウナギの日齢と孵化月 

 
採集日 ステージ 平均日齢 

（範囲） 
孵化月 
（範囲） 

千葉 
（ｎ＝20） 

2014 年１月 8～9 日 VA 
 

170.6 
（155-185） 

7 月 
（6-8 月） 

宮崎 
（ｎ＝9） 

2013 年 12 月 29 日 
～2014 年 1 月 1 日 

VA 
 

173.0 
（128-193） 

7 月 
（6-8 月） 

高知 
（ｎ＝4） 

2014 年 1 月 27 日 VB1 ～VIA2 
 

153.7 
（130-170） 

8 月 
（8-9 月） 

静岡 
（ｎ＝2） 

2014 年 3 月 21～24 日 VIA0、VIA3 195、208 8、9 月 

 
表 3．採集シラスウナギのレプトケファルス期間、変態期間、シラスウナギ海洋期間、淡水期間 

 
レプトケファルス期間 変態期間 

 
シラスウナギ 

海洋期間 
シラスウナギ 

淡水期間 

千葉 
131.8 

（109-145） 
15.6 

（12-22） 
21.2 

（11-34） 
8.6 

（9-13） 

宮崎 
14.3.4 

（126-160） 
14.2 

（128-193） 
15.0 

（7-20） 
2 

高知 
115.0 

（98-121） 
15.5 

（12-18） 
20.0 

（16-23） 
10 

静岡 150、160 20、23 22、28 0 
 
  

15



16



17



  

課 題 番 号 （２） 事業実施期間 平成 26 年度 

課 題 名 ニホンウナギのゲノム情報整備と養殖に適した形質を有するウナギ親魚

選別技術 

実 施 項 目 １ ニホンウナギのゲノム情報整備 

主担当者 斉藤憲治（中央水研） 

分担者 關野正志、藤原篤志、中村洋路、田邉晶史、尾島信彦、馬久地みゆき、安

池元重、乙竹 充、張 成年（中央水研） 

協力機関  

 
26 年度の進捗状況 

昨年度末の状況：454 ショットガン（10×；ゲノムサイズ 1.1Gb として）＋インサート長

3kb のペアエンド（4 ラン）81,960 scaffolds（contig 全体の 83％が参加）。 
今年度は 454 の 8kb と 20kb のペアエンド（5 ランおよび 6 ラン）を加えてアセンブルを

試みた。8kb のペアエンドの追加により、contig のうち長さ換算で 84%が参加する 77,650
の scaffold を得た（図 1）。しかし、その後 20kb のペアエンドを追加したところ、contig や

scaffold はむしろ細分される傾向が現れ、最大 scaffold 長を除いて改善しなかった。 
そこで、454 による 3kb および 8kb のペアエンドのみを加えてアセンブルした scaffold＋

contig に対して、Illumina によるペアエンド（メイトペア）の追加による塩基の補正および

scaffolding を行った。Illumina のリードについては、インサート長が約 700 塩基のペアエン

ドが 5.6 億ペア（各 75 塩基）、5kb のメイトペアが 2100 万ペア（各 100 塩基）、7kb のメイ

トペアが 4500 万ペア（各 75 塩基）、10kb のメイトペアが 8700 万ペア（各 75 塩基）、15kb
のメイトペアが 1.8 億ペア（各 75 塩基）である。 

82×のリードのうち 78×がマップされた（Bowtie2）（図 2）。ただし depth の分布は 2 山型

であった。depth の分布を contig/scaffold 単位でまとめると、80×余りのところにある山がほ

ぼ消失した。これは Illumina のリードが多くマップされるのは長い contig/scaffold であるこ

とを意味する（頻度を過小評価するので）。逆に、短い contig/scaffold にリードがあまりマ

ップされないのは、(1) Illumina では読みづらい領域があり、それはまた 454 でも読みづら

いかアセンブルしづらい領域であるか、または(2) 高度にヘテロガスな領域のアレルが

別々の contig/scaffold にまとめられているかのいずれかであろう。 
パイロシーケンシング（454）に生じがちなシーケンスエラー（indel）（図 3）について

は、Illumina のリードにより補正した。ただし、Illumina のほうが長い場合（222,104/397,405）
のみ補正。塩基補正した scaffold＋contig 423,326 本に対して Illumina のリードで scaffolding
（SSPACE-BASIC）をしたところ、256,623 本の scaffold（全長 1.12Gb）を得た（図 4）（表

1）。 
既報（Henkel et al. 2012b）と比較すると、scaffold 総数、平均長、中央値には大差はない

が、最長の scaffold（8,244kb）と N50 値（563kb）は大幅に優れている。また、1Mb を超え

る scaffold が 210 本あり、遺伝子の micro synteny の解析やマッピングなどに有利であると

思われる。遺伝子予測に有用と予想される、2kb 以上の scaffold は 20,584 本であった。 
遺伝子予測の基礎データとして、4.5Gb の平衡化 cDNA ライブラリー（20 組織由来）の

配列を取得した（各 100 塩基のペアエンド 2200 万ペア）。BLAT による scaffold（2kb 以上

のみ）へのマッピング結果をヒントに、Augustus により遺伝子予測の予定。 
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課題と対策等 
現時点では計算時間の制限から、SSPACE による scaffolding に extention のオプションを

利用していない。中間検討会までの試行によると、extention オプションにより scaffold 数

は若干減るので、現時点より改善の余地がある。また、SSPACE による scaffolding のあと、

ギャップを埋めると（GapFiller）、不明塩基（N）が減少するので、さらに改善の余地があ

る。 
計算時間を確保して、より長く連結した scaffold を生成し、遺伝子予測を行い、本事業

の他の課題で利用可能なゲノム情報を整備する。 
 

 

 

 

図 1. ニホンウナギの 454 リードを用いたゲノムアセンブル経過（Newbler v.2.8-3.0）。総延長（左上）、本数（右

上）、最長 contig/scaffold 長（左下）、N50 長（右下）を入力 454 リード延長（横軸）に対してプロット 

 
 

 

種
contig/

scaffold数
総延長 平均長 最長 中央値 N50値 Ns 　出典

ヨーロッパウナギ 1104447 1101175607 997 2047057 173 48203 134481149 Henkel et al (2012a)
ニホンウナギ 323776 1151968356 3555 1141856 456 52849 127904215 Henkel et al (2012b)
ニホンウナギ 256623 1129425200 4400 8244740 456 563475 115178957 本事業

表１．ウナギドラフトゲノムの比較
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図 2. 454 による scaffold＋contig に対してマップされた Illumina リードの depth 頻度分布。左：2kb 固定

window。右：scaffold/contig ごとの値 
 

 
 
 
 
 
図 3. 454 のリードの flowgram。パイロシーケ

ンシングでは塩基に対応するシグナル強度で

連続した塩基の数を推定するが、シグナル強度

は整数倍より小さくなる傾向を示す  
 
 

 

 
図 4. ニホンウナギの Illumina リードを用いた scaffolding 経過（SSPACE-BASIC v.2.0）。総延長（左上）、本数

（右上）、最長 contig/scaffold 長（左下）、N50 長（右下）を入力４５４リード延長（横軸）に対してプロット

（Illumina リード追加の部分では省略） 

 

39× 89× 38× 
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