
図 2．濾過による粘液の収集 図 1．シャーレ内での稚ウナギと粘液 

図 4．粘液中のコルチゾル含量の時間経過 図 3．全身でのコルチゾル含量の時間経過 

 

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

選別技術の開発 

実 施 項 目 ２ 養殖に適した形質を有するウナギ選別技術の開発 

主担当者 矢田 崇 

分担者 馬久地みゆき、尾島信彦 

協力機関  

 
26 年度進捗状況 

養殖環境下でのストレス耐性が高い人工種苗系統を確立する技術を開発するため、スト

レス下における遺伝子発現の網羅的解析により有効なバイオマーカーを探索し、親魚選別

を行う技術を開発することを目的とする。本年度は、ウナギに特徴的な多量の粘液に着目

し、粘液中の生理活性物質をマーカーとする、非侵襲的で繰り返し可能な診断方法を開発

する。また、生理活性物質以外の有効なバイオマーカーを探索するため、遺伝子発現パタ

ーンの解析に用いる核酸試料の調製を進め、次世代シーケンサーによる網羅的な遺伝子発

現解析を行う。 
 

 稚ウナギをシャーレに移し（図 1）、分泌された粘液を濾過により収集（図 2）、抽出・濃

縮の後コルチゾル濃度を測定した。また同じ個体で、全身でのコルチゾル含量も測定した。 
 
 
 
 
 
  
 
 

シャーレに移動後の、全身でのコルチゾル含量の経時変化を調べると、1 時間後をピー

クとした一過性の上昇がみられた（図 3）。一方、分泌された粘液では、0.5 時間後からコ

ルチゾルが検出され、時間経過に伴う蓄積が確認された（図 4）。 
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図 5．全身でのコルチゾル含量に対する温度の影響 図 6．粘液中のコルチゾル含量に対する温度の影響 

さらに、1 時間にわたり加熱（＋15℃）または冷却（－15℃）した環境水を経験した後、

シャーレに移して 3 時間後の、全身ならびに分泌された粘液中のコルチゾル含量を調べる

と、どちらの処理によっても、双方の含量は温度変化なしの対照よりも高い値を示した（図

5，6）。 
 
 
 
 
 
 
 

 
一方、コルチゾルの合成・分泌を調節する経路の最上流にある脳のホルモン：コルチコ

トロピン放出ホルモンの mRNA 量を、定量的 PCR で測定したところ、時間経過・温度変

化ともに、有意な影響は見られなかった。 
また、生理活性物質以外の有効なストレスマーカーを探索するため、網羅的遺伝子発現

解析を行った。ウナギ稚魚を網上げにより空気暴露させ、1 時間後の個体全身から全 RNA
を抽出し、cDNA ライブラリーを作製した。対照群として空気暴露しない個体を用いた。

各群 5 検体ずつ次世代シーケンサー（50 bp シングルエンド法）を用いて解析し、1 検体あ

たり約 1,500 万リードの配列断片を取得した。得られた配列断片を個体ごとに参照配列に

マッピングし、遺伝子の発現動態を調べた。全発現遺伝子 86,150 個のうち、ストレス負荷

群と対照群で発現量が 2 倍以上変化しているものは 2,113 個であり、代謝に関連するもの

が約 40％を占めていた（図 8）。さらに発現量が有意に変化しているものを抽出（FDR 閾

値 0.01）したところ 41 遺伝子に絞られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成果の公表（学会発表，論文等） 

 なし。 

 
課題と対策等 

 現在稚ウナギは、DNA による個体識別を見越して鰭のサンプルを採取した後、混合飼育

に移行している。他のウナギ関連事業と連携しながら、個体識別を実施する必要がある。 

図 8. ストレス負荷により発現量が変化した遺伝子（GO 解析） 
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課 題 番 号  （３） 事業実施期間 平成 26 年度 

課 題 名  飼育水を用いた異種ウナギ混入判別技術の開発 

実 施 項 目  １ 異種ウナギ混入判別技術の開発 

主 担 当 者  吉永龍起（北里大学） 

分 担 者  

篠田 章（東京医科大）、 

筒井繁行、阿見彌典子、池田大介、渡部終五（北里大学）、 

藤原篤志（中央水研） 

協 力 機 関  東京大学大気海洋研究所、中央水産研究所 

 
26 年度の進捗状況 

種査定法の開発：ウナギ属 Anguilla の 19 種・亜種は形態的差異が乏しく、3 つの形態形質

（背鰭の位置、体表の斑紋の有無、上顎の歯列の幅）によりそれぞれ 4 - 6 種からなる 4 群

に分けることしかできない。稚魚期（シラスウナギ）の場合はさらに分類が難しく、2 つ

の形質（背鰭の位置、尾部の色素発現パタン）により大まかに 3 群に分かれるのみで、そ

もそも特徴が未だ明らかではない種も存在する。一方、ウナギ属の全 19 種・亜種について

ミトコンドリア DNA の全長 DNA 塩基配列が決定されており、遺伝子解析を用いれば成長

段階を問わず正確に種査定することが可能となっている。 
今年度は、まずウナギ属熱帯種の中で商業利用が最も活発なA. bicolorの 2亜種について、

一塩基多型（SNP）識別法を応用した判別技術を開発した。A. bicolor bicolor および A. bicolor 
pacifica がそれぞれ独占的に分布するインドネシア・ジャワ島南部（n = 108）およびフィリ

ピン・ルソン島北部（n = 182）で採集された標本について、ミトコンドリア DNA 16S rRNA
遺伝子座の部分塩基配列を決定した。得られた塩基配列を比較して、A. bicolor bicolor では

アデニン（A）、A. bicolor pacifica ではグアニン（G）をそれぞれ持つ変異サイトを見出し

た。2 亜種にそれぞれ固有の変異サイトを検出するための TaqMan-MGB 合成オリゴプロー

ブを設計し、5'-末端を 2 種類の蛍光色素（VIC と FAM）でそれぞれ修飾した。フォワード

プライマの 3'-末端は A. bicolor の 2 亜種以外の 17 種・亜種ではミスマッチとなるようにし

て、プローブの結合領域を挟むプライマを設計した（増幅産物, 143 bp）。 
リアルタイム PCR 装置（ABI 7300 Real Time PCR System）を用いて開発したプローブと

プライマの有効性を検討したところ、A. bicolor bicolor および A. bicolor pacifica を明瞭に判

別できた。A. bicolor pacifica にはごく稀に A. bicolor bicolor と同一の種内変異が存在し、こ

れのみが誤査定された（1/290）。誤査定率は 0.34 %未満となり、実用上は十分な精度を有

することが確認された。 
DNA 試料の量は 1 反応あたり 50 pg - 50 ng と広い範囲で有効であり、アルカリ溶液を用

いた簡便かつ安価な DNA 抽出法（HotSHOT 法）で調製した試料でも問題なく判定できた。

さらに、インド洋および西部太平洋において A. bicolor と同所的に接岸するウナギ属 10 種・

亜種についてはいずれもシグナルが検出されず、A. bicolor の 2 亜種を特異的に判別できる

ことがわかった。 
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続いて、フィリピン・ルソン島北部にのみ分布する A. luzonensis と、太平洋およびイン

ド洋に広く分布する A. marmorata（オオウナギ）を判別するためのプローブを開発した。

A. bicolor と同様に、2 種間で異なる変異サイトを利用して判別することが可能であった。2
種についてそれぞれ 500 個体以上の塩基配列データから求めたハプロタイプの種類と頻度

からは、誤査定を生じる種内変異はほとんどないと予想され、現在は検証を進めている。 
フィリピン南部の種組成：熱帯種の需要の高まりにともない、東南アジア一帯でシラスウ

ナギの漁獲が広まっている。一方、熱帯種の生態情報は限られており、各種の分布域すら

明らかではない。そこで、フィリピン南部に接岸するウナギ属の種組成を調べた。2014 年

4 月から 11 月にわたり、各月の新月にミンダナオ島南部のブアヤン川河口に接岸したシラ

スウナギを遺伝子解析により種査定した（n = 3, 595）。その結果、A. marmorata が大部分を

占め（75.3 %）、ついで A. bicolor pacifica が多く（20.8 %）、A. celebesensis（2.9 %）、A. interioris
（0.6 %）、A. luzonensis（0.3 %）、A. borneensis（0.03 %）は稀に接岸した。各月の接岸量は

A. marmorata が卓越していたが、8 月は A. bicolor pacifica が半数近くを占めていた。本調査

により、A. luzonensis の模式産地であるルソン島北部以外での接岸が初めて確認された。一

方でその数は非常に少なく、A. luzonensis の分布域がフィリピン北部の極めて狭い地域に限

定されていることがわかった。また、短鰭型のA. bicolor pacifica、および長鰭型のA. interioris
と A. borneensis は、シラスウナギ期に共通した尾部色素の発現パタンを有することがわか

った。フィリピン東岸には A. japonica（ニホンウナギ）も稀に出現することが知られてお

り、合計で 7 種・亜種のウナギ属が接岸することが明らかとなった。 
 

輸送水からの DNA 回収：シラスウナギを輸送した水から DNA を回収する技術開発を行っ

た。100 mL の輸送水（A. japonica, 1,545 個体/2 L, 約 24 時間）を孔径 0.45 µm のニトロセ

ルロース製メンブレンフィルタで濾過し、PowerWater DNA キット（MO BIO Laboratories）
で DNA を回収した．魚類およびバクテリア用の汎用プライマを用いて PCR を行ったとこ

ろ、いずれも増幅産物が得られた。続いて塩基配列を決定し、A. japonica に由来する DNA
が得られたことを確認した。さらに、A. japonica に特異的なプローブを用いた検出にも成

功した。 
続いて、DNA 回収の効率化と検出限界の検討を行った。孔径 1.2 µm のフィルタを用い

たところ、濾過に要する時間が大幅に短縮され（100 mL で 2 分程度）、DNA の回収量も十

分であった。さらに、孔径 1.2 µm のフィルタは冷凍してフロックが生じた輸送水の濾過に

も有効であった。また、DNA 抽出に DNeasy Tissue & Blood キット（Qiagen）を用いたとこ

ろ、回収率が増加することが分かった。さらに、20 個体/L 程度の低い個体密度（実際の輸

送時の 1/10 程度）であっても十分に検出できた。 
現時点では、（1）50 - 100 mL の輸送水を検体として、（2）孔径 1.2 µm のニトロセルロー

ス製のメンブレンフィルタで濾過し、（3）DNeasy Tissue & Blood キットで DNA を回収す

る方法が最善となっている。その後の PCR とジデオキシ法による塩基配列の決定を含めて

も、8 時間以内に種を特定できる。さらに、A. japonica かそれ以外の種かの判別であれば、

特異的プローブを用いたリアルタイム PCR により 4 時間程度まで短縮が可能である。 
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有効性の検討：（1）四国で採捕されて九州で池入れされた A. japonica、（2）香港から輸入

されて中部で池入れされた A. japonica、（3）インドネシアのスラウェシ島トミニ湾に面す

るポソ市で採捕された標本（種は不明）、および（4）関東の稚魚問屋に持ち込まれた A. 
japonica とされる標本の計 4 種類について、輸送水とシラスウナギをそれぞれ解析した。

なお、提供者の意向により一部の標本については情報の詳細を秘匿している。 
国内採捕および香港から輸入されたシラスウナギ（標本 1 と 2）を遺伝子解析したとこ

ろ、いずれも A. japonica であった。これらの輸送水をそれぞれ解析した結果でも A. japonica
が検出された。インドネシアで採捕されたシラスウナギ（標本 3）には、A. marmorata（80 %）、

A. celebesensis（12 %）、A. interioris（5 %）、A. bicolor pacifica（3 %）の 4 種が含まれてい

た。この輸送水を解析したところ、もっとも多くを占めていた A. marmorata が検出された。

問屋に持ち込まれたシラスウナギ（標本 4）は A. bicolor pacifica（94 %）、A. marmorata（5 %）、

A. japonica（1 %）の 3 種で、輸送水からは大半を占めていた A. bicolor pacifica が検出され

た。この標本は、2015 年 1 月下旬に稚魚の専業問屋が、周辺の河口で採集したシラスウナ

ギと聞いて初対面の売り手から購入したものである。A. bicolor pacifica と A. marmorata は

いずれも西日本に接岸するものの、その数は A. japonica と比べると圧倒的に少なく、関東

の河川で A. bicolor pacifica が採集された報告はない。単一の地点で採集されたとすれば、

種組成からフィリピン北部に由来すると推察され、取引価格の高い A. japonica に偽装され

た可能性が考えられた。 
 

成果の公表（論文，学会発表等） 

Tanaka C, Shirotori F, Sato M, Ishikawa M, Shinoda A, Aoyama J, Yoshinaga T (2014). Genetic 
identification method for two subspecies of the Indonesian short-finned eel, Anguilla bicolor, using 
an allelic discrimination technique. Zoological Studies 53, 57 

Shirotori F, Ishikawa T, Nakazato S, Ishikawa M, Tanaka C, Aoyama J, Shinoda A, Yoshinaga T (submitted). 
Species diversity in the glass eels of the freshwater eel Anguilla at the southern Mindanao Island, the 
Philippines. Zoological Studies 

吉永龍起．うな丼のために自然科学ができること．うな丼の未来 II -人とうなぎの共存をめざして（東

アジア鰻資源協議会・日本支部会 公開シンポジウム）．東京（2014.7）． 
田中千香也，白鳥史晃，佐藤政輝，石川美那，篠田 章，青山 潤，吉永龍起．バイカラウナギ（ビ

カーラ）の判別法．同上． 
白鳥史晃，吉永龍起，篠田 章，青山 潤．熱帯産のシラスウナギ．同上． 
山口杏奈，田中千香也，吉永龍起．シラスウナギ輸送水中の剥離細胞を用いた種査定法の開発．日

本水産学会春季大会．東京（2015.3） 
白鳥史晃，中里 翔，石川美那，田中千香也，青山 潤，篠田 章，吉永龍起．フィリピン・ミンダナ

オ島におけるウナギ属稚魚の種多様性．同上． 

 

課題と対応策等 

2013 年シーズンにおける A. japonica の漁獲量が多かったことから、異種（熱帯種）の需

要が低く、年度前半は輸送水を入手することが困難であった。しかし 12 月以降に複数の標
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本を入手することができ、解析は順調に進行した。 
同一の標本に複数の種が含まれる場合に、ジデオキシ法により塩基配列を決定する方法

では優占種が検出された。本年度に解析した 2 例ではいずれも混在する 3 - 4 種の存在比が

大きく異なり、特定の種が 80 - 94 %を占めていた。熱帯の各地でこれまでに実施した種組

成の調査では、月ごとに特定の種が卓越することが多く、現在の方法でも大きな問題とは

ならないと予想される。一方、例えば人為的に複数の地点由来のシラスウナギが混ぜられ

るなどした標本の場合は、曖昧な結果となる可能性がある。これを解決する方法として、

ジデオキシ法に代えて、ウナギ属の全種にそれぞれ特異的プローブを開発して判別する方

法が有効と考えられる。また、次世代 DNA シークエンシングを用いた網羅的な解析によ

って検証することも有効である。 
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図 1. インドネシアでのシラスウナギ採集地点 

採集地点 

  
課 題 番 号 （３） 事業実施期間 平成 26 年度 
課 題 名 飼育水を用いた異種ウナギ混入判別技術の開発 
実 施 項 目 ２ 外国産ウナギのサンプリング 
主担当者 嵯峨篤司、石谷 論、高野昌和、北川高司（マリノフォーラム２１） 
分担者 白石 學、橋本民雄、吉田義弘、服部恵三、柴田 晃（MF２１） 

協力機関 北里大学、フィリピン国政府、インドネシア国政府等 

 
26 年度進捗状況 

本課題では、ウナギ科ウナギ属 19 種・亜種の標本を用い、PCR 等による種判別法を検

証するとともに、飼育水中に魚体から剥離した細胞を用いて DNA 試料を調製する手法を

確立することを目的として、我が国への輸入が想定される国からウナギ科ウナギ属の標本

を収集した。 
 
 現在我が国に輸入されている外国産ウナギについては Anguilla bicolor を初め数種が確認

されており、その殆どがインドネシアとフィリピンで採集され輸入されている。そこで、

この 2 カ国について、現地関係機関からの協力を得て標本を収集した。 
 
インドネシア： 

インドネシアでは海洋水産省海洋水産研究開発庁養殖研究開発センター（CARD: Center 
for Aquaculture, Research and Development）が 2013 年からインドネシア国内のウナギ属魚類

の同定及び分布調査を実施している。その結果採集された標本の DNA 解析結果から、2 亜

種を含む計 7 種が確認されている。 
今年度は、CARD 及び民間のシラスウナギ収集業者の協力を得て、図 1 に示す Java 島及

び Sulawesi 島の 2 地域からシラスウナギおよび輸送水を収集した。 
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採集地

採集地点 

図 2. Java 島のシラスウナギ採集地点 

図 3. Sulawesi 島のシラスウナギ採集地点 

 Java 島では図 2 に示す Sukabumi にて採集を行った。平成 26 年 9 月には首都の Jakarta か

ら北東に 100 km、車で 2 時間程度の所にある Karawang の養殖ビジネスセンターで飼育さ

れているウナギ稚魚 10 個体を入手した。これらはすべて A. bicolor で Java 島南海岸の

Sukabumi で採集されたシラスウナギを畜養したものである。また、2015 年 2 月には同じく

Sukabumi で捕獲されたシラスウナギを入手する予定である。 

 
 

Sulawesi 島では、2014 年 11 月の新月に

Tomini 湾奥部の Poso にて漁民により漁獲さ

れたシラスウナギをジャカルタまで空輸し、2
日間畜養した約 100 個体をアルコールで処理

し、日本に持ち帰った。また、Poso から Jakarta
までの運搬に使用した輸送水も同時に持ち帰

り、北里大学おける輸送水からの DNA 解析

とその検証のためにアルコール標本の DNA
解析に供した。 

継続的な採集を試みたものの、平成 26 年は

降水量が多く、河川の増水及び氾濫によりこ

れ以降の採集は実施できない状況である。 
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採集地

採集地
採集地

図 4. フィリピンでのシラスウナギ採集地点 

図 5. Luzon 島でのシラスウナギ採集地点 

図 6. Mindanao 島でのシラスウナギ採集地点 

フィリピン 
フィリピンでは北端に位置するルソン島北部の Cagayan 川河口の Apari 及び南端に位置

するミンダナオ島南部の General Santos 及び同島東海岸に位置する Mati においてシラスウ

ナギを入手した。これにより、フィリピンでは南北でのシラスウナギの収集が実施できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

Luzon 島 Apari では、毎月新月に漁民により漁獲されたシラスウナギを収集した。 
Mindanao 島の General Santos では、協力会社により 2014 年 4 月から 12 月の各新月に採

集されたアルコール標本処理されたシラスウナギを空輸により入手した。 
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これらのシラスウナギは北里大学による DNA 解析によって判明した種組成を添付資料

に示す。 
 

期待される成果：  

 日本に輸入されることが予想される異種ウナギの種組成が解明される。 

 
成果の公表（学会発表，論文等） 
 なし 

 
課題と対応策等 
 今年度の事業により、インドネシア、フィリピンの 2 ヵ国からのシラスウナギの入手が

可能となったが、インドネシアにおいては河川氾濫により継続した収集ができず、種組成

の月別変遷等の情報が不十分であることから来年度においても引き続き収集が必要である。

また、フィリピンにおいては近年 Luzon 島中部の Aurora 地区でのシラスウナギの漁獲が行

われている。そこで、すでに実施済みの南部と北部に加え、中部東海岸側からの収集が行

われることにより、フィリピンでのより広範囲な種組成の解明が可能となる。 
さらに、ベトナムでも養鰻事業が振興しつつあるなど、ASEAN 地域では鰻養殖が盛んに

なりつつあり、地域全体を通した種組成の解明が必要となってくると思われる。 
 
 
 
 
 

添付資料.  収集した外国産ウナギの種組成 
 インドネシア フィリピン 

 Poso General 
Santos Mati 

A.marmorata 78.0% 75.3% 89.1% 
A.bicolor pacifica 0.2% 20.8% 5.2% 
A.celebesensis 12.1% 2.9% 3.2% 
A.interioris 0.5% 0.6% 0.5% 
A.Luzonensis  0.3% 1.7% 
A.borneensis  0.03%  
なお、Sukabumi 及び Poso のサンプルは解析中である。 
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付表１．ウナギ関連事業・研究課題で収集されたウナギ標本リスト（平成 27 年 2 月 13 日現在） 
段階 担当 地域 採集年月日 個体数 
葉形仔魚 中央水研 西マリアナ海嶺 2009 ~200 
シラスウナギ MF21 千葉県、利根川 2014/1/7 144 
シラスウナギ 北里大 神奈川県、相模川 2014/5/28 30 
シラスウナギ MF21 静岡県、浜名湖 2014/3/21-24 97 
シラスウナギ MF21 島根県、差海川 2014/2/27-4/28 88 
シラスウナギ MF21 高知県、浦戸湾 2014/1/24 133 
シラスウナギ MF21 宮崎県、一ツ瀬川 2013/12/30-2014/1/1 101 
シラスウナギ MF21 熊本県、緑川 2014/2/10-11 110 
シラスウナギ 北里大 台湾北部、宣蘭 2013/11/1-22 20 
シラスウナギ 北里大 台湾北部、宣蘭 2014/2/6-21 40 
シラスウナギ MF21 台湾南部、屏東 2014/12/31 50 
黄～銀ウナギ 茨城県 利根川 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 増養殖研 中川 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 神奈川県 相模川・酒匂川・早川・千歳川 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 静岡県 浜名湖 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 和歌山県 富田川水系高瀬川 2013, 2014 3 
黄～銀ウナギ 高知県 奈半利川 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 福岡県 筑後川筑後大堰下流 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 大分県 桂川下流域・高山川河口外 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 増養殖研 

熊本県 
球磨川及び緑川河口域 2011, 2014 16,13 

黄～銀ウナギ 宮崎県 五ヶ瀬川・清武川 2013, 2014 未確認 
黄～銀ウナギ 九州大学 鹿児島県、土川 2014 13 
銀ウナギ 中央水研 

増養殖研 
西マリアナ海嶺 2008-2010,  2013 18 
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用語説明 
 
ゲノム（ゲノム情報・ゲノム配列）・ゲノムサイズ・ドラフトゲノム：ゲノムとは生物が持

つ遺伝情報の総体。転じて生物の細胞が持つ DNA の総体。ニホンウナギのような高等生

物では、DNA のほぼすべてが染色体の中にあり、残りのごくわずかがミトコンドリア DNA
として存在する。 
ゲノムサイズとは細胞が持つ染色体のセット全体の大きさで、DNA の大きさの単位である

塩基の数で表現する。たとえばヒトのゲノムサイズは約 30 億塩基。 
ドラフトゲノムとはゲノムの持つ DNA 配列の概要を解読したもの。生物が持つ DNA には

解読が困難なものが含まれており、完全に解読することは現在の技術ではほぼ不可能。そ

こで解読困難な領域を除いて解読できたところを整理して、ドラフトゲノムとする。 
 
バイオマーカー：生物が示す生理的・分子生物学的特性の差異を手掛かりとして、生物の

個体や生理状態などを識別するマーカー。ホルモンやタンパク質の濃度、遺伝子の発現量

などが用いられる。本事業では、ストレス下で変化するとみられるコルチゾル等の濃度と、

ストレス応答遺伝子の発現量の変化を把握する。 
 
PCR・PCR 装置：PCR とは、生物の持つ大量の DNA の中から、特定の領域だけを試験管

内で酵素を用いて特異的に増幅する技術。PCR の反応を行うための装置を PCR 装置あるい

は温度上下を繰り返してコントロールする意味からサーマルサイクラーという。 
 
リシーケンス：既にゲノム配列が解析された生物において、別の個体のゲノム配列を解読

すること。既に参照配列があるので、それとマッピングすることにより比較的簡単にゲノ

ム配列を決定することができ、また配列の変異を検出することもできる。 
 
SNP：Single Nucleotide Polymorphism（一塩基多型）の略。スニップと読む。個体間の相同

塩基配列部分で一塩基だけが異なっていて多様性を生じている場合を意味する。 
 
RAD 法：Restriction site Associated DNA sequence の略。ゲノムを制限酵素で処理し、その制

限部位付近の塩基配列を次世代シーケンサーによって解析する手法。全ゲノムの数%から

10%程度を網羅的に解析するため、全ゲノム解析より低コストである。用いる制限酵素種

により解像度が選択できる。2 種類の制限酵素を用いる場合は double digest RAD（ddRAD）

と呼ぶ。 
 
次世代シーケンサー（NGS）：長年にわたって活用されてきたサンガーシーケンス法をベー

スにしたキャピラリーシーケンサーの限界を大幅に打開したシステム。数十の DNA 断片

を処理するサンガー法に比べ、数 10 万から数億の DNA 断片を大量並列処理できるため、

解析スピードが飛躍的に向上した。2005 年に登場した時点では１回のランで 1 億塩基対の

データが得られたがその 5 年後には 1000 億塩基対以上のデータが得られるようになった。 
 
リード：次世代シーケンサーによって最初に生み出される短い DNA 配列のこと。機種に

より長さは数十から数百塩基と異なる。短いリード配列をアッセンブルし、より長く構築
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された配列をコンティグ、コンティグを連結しより長く構築された配列をスキャホールド

と呼ぶ。 
 
ペアエンド法：長い DNA 断片の両端をシーケンスする方法。両端の配列がそれぞれ別の

コンティグの中に見つかったとき、これらのコンティグが隣接しているとわかるため、ス

キャホールドを生成することができる。 
 
コルチゾル：副腎皮質ホルモンの一種。ストレスに対して反応する際に放出されるホルモ

ン。 
 
グレリン：胃で産生されるホルモンで、成長ホルモンの分泌や食欲を増進させる働きがあ

ると考えられている。 
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