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【成果概要（平成 27～30 年度）】 

熊本県緑川及び球磨川河口・内湾（図 1、図 2）において、サンプリング調査により漁獲された

ウナギの生物測定を実施し、黄ウナギ、銀ウナギの出現時期や生物学的特性についてデータ蓄積

を行い、河口・内湾ウナギの特性の一部を把握する成果を得た。また、ウナギの漁業実態につい

ては、八代共同魚市場の取扱伝票及び漁業者等からの聞き取り調査を行い、データを収集した。

なお、熊本県においては、10 月から翌 3月まで採捕禁止期間となっている。	

	 平成 30 年度は、5月から 9月までの期間、八代共同魚市場に水揚げされた球磨川河口・内湾で

漁獲されたウナギについて、毎月１回もしくは 2回、黄ウナギ、銀ウナギの出現時期と発育段階

の判定（Okamura	et	al.2007）を現地で行った。また、一部の個体については、研究室に持ち帰

り、雌雄、平均全長、平均体重、平均生殖腺重量等の生物情報を収集した。その他、耳石、筋肉

等についても採取した。なお、漁業実態については、八代共同魚市場の取扱伝票によりデータを

収集した。	

	

i.	 緑川及び球磨川河口・内湾におけるウナギの出現状況の把握	

・ウナギの漁獲動向の把握	

	 球磨川河口周辺で漁獲されたウナギは、聞き取り調査の結果、約８割が八代共同魚市場に集荷

されていたため、その取扱伝票を用いて漁獲動向の分析を行った。	

	 平成 25 年を 1.00 とした場合の取扱量は、0.75～1.24 の範囲にあった（図 3）。CPUE は、2.6～

3.0kg/人/取扱日で、年度間の変動は認められなかった。平成 30 年 5月から 9月の平均漁獲サイ

ズは、270～338g で、CPUE は、2.7	kg/人/取扱日であった（図 4）。	

	

・黄ウナギ、銀ウナギの生物特性について	

熊本県緑川河口において、平成27年から平成29年の7月から9月の期間に、筒漁業により漁獲さ

れたウナギを購入し、生物測定を行った。測定用サンプルは、緑川河口から約6kmまでの河川域で

漁獲されたものを用いた。各サンプルについて、発育段階の判定（Okamura	et	al.2007）、雌雄、

平均全長、平均体重、平均生殖腺重量等の生物情報を収集した。本調査期間においては、銀ウナ

ギは確認できなかった。	

熊本県球磨川河口・内湾において、平成28年度から平成29年度は5月から翌1月までの期間に筒、

延縄漁業等により漁獲されたウナギについて、平成30年度は5月から9月までの期間に、筒、延縄

漁業により漁獲されたウナギについて、発育段階の判定（Okamura	et	al.2007）、雌雄、平均全

長、平均体重、平均生殖腺重量等の生物情報を収集した。球磨川河口・内湾においては、銀ウナ

ギは9月から翌5月までの期間に出現した（図5、図6）。平成28～30年度の調査では、特に銀化が

顕著になるのは11月以降で、12月から翌1月までの期間は9割以上が銀ウナギであった。	
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ii.	 漁場及び分布等の把握 

球磨川河口周辺のウナギの漁場、生息場所等を把握するために、平成29年度に漁業実態につい

て調査を行った。調査は、漁業者等へのアンケート調査及び聞き取り調査により実施した。聞き

取り先の漁業者等の情報は、地元漁協、八代魚市場から入手した。その結果、最大120名の漁業者

がはえなわ、筒、小型定置網漁業を営んでいることが分かった。このうち、聞き取り等により漁

場が特定可能で漁期を通じて漁獲量が多く情報入手可能な最大36名を絞り込みアンケート調査及

び聞き取りを行った。アンケート用紙の配布は、原則、地元漁協を経由した。 

アンケート調査の結果、ウナギの主な漁場は、球磨川河口から八代海湾奥までの範囲にあるこ

と、主要な漁法は、はえなわ漁業、筒漁業で、はえなわ漁業による漁獲量は全体の最大6割を占め

ていること、黄ウナギは、主にはえなわ漁業、筒漁業で、銀ウナギは、小型定置網漁業で漁獲さ

れることが分かった。	

 

１．背景・目的（4カ年で達成する目標） 

ニホンウナギは、その稚魚（シラスウナギ）の採捕量が長期的に低水準にあり、資源管理の必

要性が高まっている。また、回遊期のウナギの保護のため、漁期の制限などの取り組みも始まっ

ている。一方、ウナギの生態については、未だ不明な点が多い。最近の研究によって、淡水域で

の生活履歴をほとんど有さない、いわゆる「海ウナギ」の存在がわかってきており、再生産に寄

与している可能性が高いことも指摘されているが、「海ウナギ」の生息状況や生態についての知見

はほとんどない。そのような状況の中、熊本県における河口・内湾（有明海－緑川、八代海-球磨

川）において、ニホンウナギが生息・漁獲されており、今後、管理方策立案に繋がる知見を得る

ため、生息状況及び生態特性の調査データを調査によって収集する。	

 

ⅰ. 緑川及び球磨川河口・内湾（図 1）において、サンプリング調査により、ニホンウナギの生

物学的な情報を蓄積するとともに、銀ウナギの出現時期を確認する。	

また、課題 3-(9).と連携した調査により、採集したニホンウナギの回遊型ごとの出現割合や生物

学的特性を整理し、河口・内湾ウナギの特性を明確にする。	

ⅱ. 課題 3-(2).とも連携して、河口・内湾のニホンウナギの分布特性を把握するとともに、分

布域の地形的な特徴や水質、餌料等の環境に関する情報を集積し、ニホンウナギの分布と生息環

境との関連を明らかにする。 
 

２．全体計画 

ⅰ. 緑川及び球磨川河口・内湾において、サンプリング調査により、ニホンウナギの生物学的な

情報を蓄積するとともに、銀ウナギの出現時期を確認する。また、課題 3-(9).と連携した調査に

より、採集したニホンウナギの回遊型ごとの出現割合や生物学的特性を整理し、河口・内湾ウナ

ギの特性を明確にする。調査は継続的に実施し、河口・内湾ウナギの出現状況や生物学的特性の

季節的・経年的な変化をモニタリングする。	

平成 30 年度は、球磨川河口・内湾で漁獲されたウナギの出現状況について、筒、延縄漁業等によ

り漁獲され、八代共同魚市場に集荷されたウナギをサンプルとし、発育段階の判定（Okamura	et	
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al.2007）、雌雄、平均全長、平均体重、平均生殖腺重量等の生物情報と漁業実態等について把握

する。	

	

ⅱ. 課題 3-(2).とも連携して、河口・内湾のニホンウナギの分布特性を把握するとともに、分

布域の地形的な特徴や水質、餌料等の環境に関する情報を集積し、ニホンウナギの分布と生息環

境との関連を明らかにする。	

	

全体計画	 平成 27 年度	 平成 28 年度	 平成 29 年度	 平成 30 年度	

ⅰ.緑川及び球磨

川河口・内湾にお

けるウナギの出

現状況等の把握	

	

	 	 	 	

ⅱ.漁場及び分布

等の把握	

	 	 	 	

 

３．成果と考察 

熊本県緑川及び球磨川河口・内湾において、サンプリング調査により漁獲されたウナギの生物

測定を実施し、黄ウナギ、銀ウナギの出現時期や生物学的特性についてデータ蓄積を行い、河口・

内湾ウナギの特性の一部を把握する成果を得た。また、ウナギの漁業実態と漁獲動向について、

八代魚市場の取扱伝票及び漁業者等からの聞き取り調査を行い、データを収集した。	

 

i.	 	緑川及び球磨川河口・内湾におけるウナギの出現状況の把握	

・ウナギの漁獲動向の把握	

	 球磨川河口周辺で漁獲されたウナギは、聞き取り調査の結果、約８割が八代共同魚市場に集荷

されていたため、その取扱伝票を用いて漁獲動向の分析を行った。	

	 平成 25 年を 1.00 とした場合の取扱量は、0.78～1.24 の範囲にあった（図 3））。CPUE は、2.6

～3.0kg/人/取扱日で、大きな変動は認められなかった（図 4）。平成 30 年 5月から 9月の平均漁

獲サイズは、270～338g で、CPUE は、2.7	kg/人/取扱日であった。	

	

・黄ウナギ、銀ウナギの生物特性について	

熊本県緑川河口（図1）において、平成29年7月から9月までの期間に筒漁業により漁獲されたウ

ナギを3回に分けて購入し、生物測定を実施した。ウナギは、緑川河口から約6ｋｍまでの河川域

で漁獲されたものを用いた。サンプル数は、26尾であった。平均全長は562ｍｍ、平均体重は219

ｇであった。サンプルの26尾は、すべて黄ウナギ（Y2、Y2）であった。ウナギの発育段階の判定

はOkamura	et	al.2007に従った。また、9月までの購入サンプルでは、銀ウナギは確認されなかっ



 

 236 

た。	

熊本県球磨川河口・内湾（図1、図2）において、平成27年度から平成29年度については7月から

翌年1月まで、平成30年度は5月から9月までの期間に筒、延縄漁業等により漁獲されたウナギにつ

いて、発育段階の判定（Okamura	et	al.2007）、雌雄、平均全長、平均体重、平均生殖腺重量等

の生物情報を収集した。球磨川河口・内湾においては、銀ウナギの出現するのは、9月から翌5月

までの期間であった。特に銀化が顕著になるのは11月以降で、12月から翌1月までは、9割以上が

銀ウナギであった（図5）。	

平成30年度の5月から9月までの月別平均体重は270～377ｇで、平均のGSI（生殖腺重量x100/体

重）は0.5～0.9であった。また、6月から9月にかけて出荷されたウナギ251個体を市場で発育段階

の判定したところ、9月には調査した73尾のうち4個体（5.5％）の個体が銀化（S1）していた（図

6）。	

	

ii	ウナギの漁場、生息場所等の把握	

球磨川河口・内湾のウナギの漁場、生息場所等を把握するために、昨年度に引き続き、漁業実

態について調査を行った。調査は、球磨川河口・内湾において操業する漁業者がほとんど水揚げ

すると考えられる八代共同魚市場のウナギ取扱量と漁業者等へ聞き取り調査を行った。聞き取り

先の漁業者等の情報は、地元漁協、魚市場から入手した。 

聞き取り調査の結果、74名の漁業者等がウナギ筒、延縄、小型定置網漁業等でウナギを漁獲し

ており、そのほとんどを八代共同魚市場に出荷していた。	

平成29年度に八代共同魚市場に水揚げられた漁場および漁法ごとの割合は、球磨川河口47.6％、

八代海内湾52.4％で、ほぼ半数ずつを占めていた。また、球磨川河口では筒漁業41.8％が、八代

海内湾でははえなわ漁業45.0％で、それぞれ各漁場の8～9割を占めており（図7）、これは漁場の

特性を踏まえた漁法の選択であると考えられる。	

 

４．今後の課題 

熊本県の河口・内湾（有明海－緑川、八代海-球磨川）におけるニホンウナギの生物特性等につ

いて、サンプルの分析、漁業者等の実態調査から一定の知見を集積することができた。現在、熊

本県においては、ウナギの資源保護のため 10 月から翌 3月を採捕禁止期間としており、また、漁

獲の動向からは過度な漁獲や資源の減少は発生していないと判断される。今後、より高度な管理

方策を立案するためには、黄ウナギ、銀ウナギの生息状況や移動経路等の生態特性のより詳細な

データを収集する必要がある。	

 
５．波及効果 

 本調査により、緑川及び球磨川河口・内湾に生息するウナギのサイズや成熟状況などの生物特

性が明らかになりデータの蓄積につながった。また、漁業実態の調査により漁場の範囲やウナギ

の分布状況もわかった。本調査の成果は、地元漁協や魚市場等の関係者へ情報提供しており、ウ

ナギの資源管理や保全に対する機運が高まっている。	
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図 1.	 緑川、球磨川河口・内湾の漁場図  
 

 

図 2.	 球磨川河口・内湾の漁場図  

 

図 3.	 八代共同魚市場のウナギ取扱量の推移（平成 25年を 1.00とした） 
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図 4.	 球磨川河口・内湾のウナギ資源指数 CPUE（取扱量 kg/人/取扱日）の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5.	 球磨川河口・内湾の黄ウナギ・銀ウナギの経年出現割合 
 

 
図 6.	 球磨川河口・内湾のウナギ発育段階の季節変動（黄ウナギ：Y1・Y2、銀ウナギ：S1・S2） 
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図 7.	  球磨川河口・内湾の漁場・漁法別ウナギ漁獲割合 
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所） 

 

【成果概要(平成 28〜30 年度)】 

	 ウナギは淡水で成長し海域で産卵する降河回遊型の生活史を持つことが知られているが、実際

には広塩性の性質を持ち、成育場として淡水から海水まで幅広い塩分域を利用する。耳石 Sr:Ca

による回遊履歴の研究では、稚魚期に淡水に入り成育する個体（川ウナギ）、海・河口に留まる

個体（海ウナギ）、海水と淡水を成育途中で移動する個体がいることが分かっている。本課題で

は、稚魚から黄ウナギへの移行期に、どのようにニホンウナギが淡水へ進入する個体と、海・河

口に留まる個体に分かれ、定着していくかを理解するために、各種実験を行った。Y字試験水槽

を用いた塩分選択実験では、ヨーロッパウナギで報告される、シラスウナギの肥満度と塩分選択

行動との関係がニホンウナギで認められなかった（平成 30年度）。一方、シラスウナギから黄ウ

ナギへと海水で育つと塩分選好性が淡水から海水へ変化することが観察され、発育に伴う塩分選

好性の変化があることが分かった（平成 28年度）。陸水の匂いに対する選好性は、稚魚から黄ウ

ナギへの成育過程において継続して観察され（平成 28年度）、特に陸水に含まれる易分解性溶存

有機物がウナギの好む成育場への誘引物質として機能していることが分かった（平成 29年度）。

来遊後の一年目におけるクロコから黄ウナギまでの間の分布を、屋外コンクリート水槽を用いて、

淡水・汽水・海水の面積を変えて、ウナギ生息個体数との関係を調べたところ、生息個体数は、

塩分の差異に比べて、各水域の面積に強く影響を受け、利用できる資源に従った“理想自由分布”

になることが示唆された（平成 28〜30年度）。これらの結果を総合すると、シラスウナギは陸水

起源の匂いと低塩分によって成育場に加入し、クロコから初期の黄ウナギになる段階で、陸水起

源の匂いの影響する、海水域から淡水域に幅広い範囲において、各生息場の収容力に従った理想

自由分布になるように分散するものと考えられた。その後、海水で稚魚から黄ウナギへと成長し

た個体は、塩分選好性の変化を起こし、海水に定着するようになるものと考えられた。河川の淡

水に入る時間に制約があり、塩水域で来遊後一定期間過ごすと“時間の窓（タイムウィンドウ）”

が閉まるものと考えられるため、“タイムウィンドウ仮説”として、海ウナギと川ウナギへ分化す

る一連の仮説的プロセスを提唱するに至った。 

 

１．背景・目的（3カ年で達成する目標） 

ウナギには、一生を海水域で過ごす海ウナギがいる(Tsukamoto et al. 1998)。なぜ個体によって

河川淡水域へ遡上するものとしないものがいるのか、そのメカニズムはまだ分かっていない。本

課題では、特にシラスウナギ・クロコに相当する稚魚期の行動・生理・栄養代謝等の特性につい

て、飼育実験下での海水・淡水の選択、遡上行動などを指標として解析することにより、海ウナ

ギの出現機構を明らかにすることを目的とする。 
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２．全体計画 

ⅰ. どのようにウナギが河口に来遊し、淡水域と海水域へと分かれるかを室内行動実験で明らか

にする。 

ⅱ. 海水発育時のウナギの海水・淡水選択行動とその時の内的状態、内分泌状態を明らかにする 

ⅲ. 淡水・汽水・海水を往来できる屋外水槽を用いて、来遊後 1 年目のクロコから黄ウナギにお

ける移動・定着状況、および川ウナギと海ウナギの比率に影響を及ぼす要因を明らかにする。 

 

全体計画 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

ⅰ.	来遊・分化過程	     

ⅱ.	塩分選択と内的要因	     

ⅲ.	半自然条件での飼育

実験	

   （追加解析） 

 

３．成果と考察 

ⅰ. 来遊・分化過程 

発育段階と河川水・塩分・匂い選好性（平成 28 年度） 

	 ウナギの海水への定着における発達要因について探るため、利根川最下流部で採集したシラス

ウナギを中央水研横須賀庁舎にて自然海水で飼育し、季節に伴って進行する発育段階毎（シラス

ウナギ：3月、クロコ 5月、黄ウナギ：10月）に、Y字試験水槽（図 1）を用いた選択行動実験

を行った。自然海水と河川水を選ばせる自然条件（水温は、各季節の自然水温）では、シラスウ

ナギ・クロコは河川水を、黄ウナギは自然海水を有意に選好した（表 1）。人工海水の素（以下、

人工塩；レイシーマリン）で海水に調整した河川水（塩分あり）と自然海水を選択させた場合に

は、いずれの段階でも河川水（塩分あり）を選好し（表 1）、発育段階によらずウナギは河川水

に含まれる匂い物質（無機塩類以外の物質）を選好した。一方、河川水（塩分あり）と河川水（塩

分なし）を選択させた場合には、シラスウナギは河川水（塩分なし）を選好したが、クロコでは

塩分選好性がなく、黄ウナギになると河川水（塩分あり）を選好した（表 1）。このことから、

来遊後 1年目、海水域でシラスウナギから黄ウナギへと発育するに従い、淡水から海水へと個体

の塩分選好性が変化し、海水に定着するものと考えられた。 

 

ウナギ稚魚における匂い誘引物質の特性把握 

	 発達要因の試験で、ウナギが河川水に含まれる匂い物質を好むことが示された。ここでは、そ

の匂い誘引物質の特性について、調べた。	

①  河川水の懸濁態有機物の除去（平成 29 年度） 

	 前田川(横須賀市)で採水した水を用いて、ガラス繊維ろ紙 GF/F(0.7μm孔)でろ過し懸濁有機物

の除去を行い、ろ過処理前後の水で選択個体数に変化があるかを調べた。選択行動実験では、河

川水＋人工塩（河川海水）、ろ過処理後河川海水、懸濁有機物＋人工海水、人工海水の 4種の水か

ら２つを選ぶ計 6組合せで選択行動試験を行った。その結果、ろ過処理前後の水の間で選択個体

数に有意な違いは見られなかった(図 2A)。また、濾過の有無を問わず河川海水は、懸濁有機物の
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入った、人工海水に比べて、有意な選好が見られた。懸濁物除去の影響がなかったことから、溶

存有機物（DOM）にウナギが選好する物質が含まれることが分かった。 

 

② 河川水の活性炭処理（平成 29 年度） 

	 活性炭を入れた外部循環装置で河川水（前田川）を 2時間循環処理し、ろ過処理前後の水で選

択個体数に変化があるかを調べた。選択行動実験では、ろ過処理前河川海水、ろ過処理後河川海

水、人工海水の 3種の水から２つを選ぶ計 3組合せで試験を行った。その結果、活性炭処理を行

うと、有意に選好性が弱まり(図 2B)、活性炭に吸着されるものにウナギが選好する物質が含まれ

ることが分かった。 

 

③ 河川水の生分解処理（平成 29 年度・平成 30 年度） 

	 平成 29年度に河川水（前田川）を全暗条件で、エアーレーションにより好気的条件を 3週間維

持し、生分解処理を行った。生分解処理前／後の河川水はいずれも冷凍保存し、行動実験前に自

然解凍した。選択行動実験では、生分解前河川海水、生分解後河川海水、人工海水の 3種の水か

ら 2つを選ぶ計 3組合せで試験を行った。その結果、生分解処理をすると、ウナギの選好性が弱

まることが分かった。生分解後河川海水は人工海水より有意な選考が見られた。この結果、易分

解性有機物にウナギが選好する物質が含まれることが分かった。 

	 易分解性（揮発性含む）有機物をシラスウナギが好むことを上記で確認したが、難分解性有機

物に対してシラスウナギが全く選好性を示さないのかについては、上記実験では不明であった。

難分解性有機物は、フミン物質や腐食物質と呼ばれ、落葉や動物などが微生物による腐敗作用に

よって分解と合成が繰り返され、変質しない物質となったものであり、外洋の海水にも広く溶存

する。平成 30年度には、シラスウナギの腐食物質(難分解性)への選好性の有無について調べた。

河川水（前田川）を、450℃4時間の熱処理したガラス繊維ろ紙 GF/Fでろ過し、ろ液を生分解前

の水（易・難分解有機物含有水）として、-30℃で冷凍保存した。全暗、20℃の条件下で、滅菌フ

ィルターを通したエアレーションによる生分解を 100日行った後、GF/Fで濾過したものを、生分

解後の水（難分解有機物含有水）とし、冷凍保存した。行動試験前に、生分解前後の水を解凍し、

それぞれを人工海水の素を入れて、塩分 35に調整した。対照として、蒸留水に人工海水の素を入

れた塩分 35にした人工海水を使用した。3種の水から 2つを選んだ各組合わせで、Y字試験水槽

を用いた選好性試験を行った。各組合わせにおいて、1試験 30個体、計 4試験 120個体について

実験を行なった。その結果、生分解前の水は、生分解後および人工海水に対し、有意に多く選択

された（図 3C）。生分解後の水と人工海水の選択では有意な選択の偏りが認められなかった（図

3C）。これより、シラスウナギは難分解性溶存有機物を好まず、易分解性溶存有機物（揮発性含

む）を好むものと推察された。 

 

④  シラスウナギを誘引する溶存有機物の出処としての落葉（平成 30 年度） 

アメリカウナギ稚魚は、河川内の落葉が水生微生物によって分解される際に放出される物質に

誘引されると報告されている（Sorensen 1986）。ニホンウナギ稚魚に関する知見はないため、実験

を行った。 

	 前田川（横須賀市）で分解途中の落葉を採集し、これを地下水（荒崎庁舎）で 10回、洗い流し
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た。洗浄した落葉を用いて、3 種類の水を作り、各水と蒸留水との間でシラスウナギの選択実験

を行った（表 2）。 

	 オートクレーブ滅菌した地下水および河川内落葉に、植種として少量の河川水を入れた水には、

シラスウナギは人工海水に比べて有意な選好を示さなかった（表3）。この水を３週間、20℃、暗

条件、エアレーションの好気条件で培養した水には、シラスウナギは人工海水に比べて、有意な

選好を示した（表3）。生植種の代わりに、滅菌植種を入れ培養した水に対しても、選択割合は落

ちるものの、有意な選好性が認められた（表3）。このことから、河川内落葉から浸み出る物質、

および微生物の分解で放出される物質に対して、シラスウナギが選好性を持つことが示唆された。

ただし、本実験では、植種を統一し、水の処理をすることができなかったため、再度の検証は必

要である。 

 

ⅱ. 塩分選択と内的要因 

肥満度と塩分選好性の関係（平成 29 年度） 

	 塩分選択に関する行動制御と個体の内的要因について検討するため、シラスウナギおよび黄ウ

ナギにおいて、塩分選択行動試験を行った。選択行動試験により、淡水選択群、海水選択群、無

選択群の３グループに分け、生時麻酔した後、形態計測を行った。魚体は、RNAlaterに浸漬して、

冷凍保存し、後日、浸透圧調節に関連する遺伝子（甲状腺ホルモン刺激ホルモン(TSH)、成長ホル

モン(GH)、プロラクチン(PRL)、グレリン(GR)、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)）の発

現量を調べた。その結果、いずれの発育段階でも、相対肥満度、および各種ホルモン遺伝子発現

量は、異なる塩分選択行動群の間で有意な差異は見られなかった（図3、図4）。 

 

塩分および冷凍処理が肥満度評価に与える影響（平成 30 年度） 

ヨーロッパウナギでは、行動実験において、淡水選択群と海水選択群で肥満度が異なると報告さ

れ（Edeline et al. 2006）、個体の肥満度状態が、海ウナギと川ウナギのいずれになるかを決める、

とする条件戦略が仮説として提唱されている（Edeline 2007, McCleave and Edeline 2009）。しかし、

同様の実験をしたアメリカウナギでは、両者の選択群に肥満度の差異は認められていない。上記

のニホンウナギの試験でもアメリカウナギと同じ結果を得た。ヨーロッパウナギでは、行動実験

後に冷凍サンプルとし、それを解凍した後、肥満度の評価を行っており、一方、アメリカウナギ

とニホンウナギでは生時麻酔して肥満度の評価を行っている。そこで、冷凍処理が肥満度評価に

与える影響を調べた。 

	 ニホンウナギのシラスウナギを、飼育水槽（海水）から、海水（塩分 34.6／汽水（塩分 11.3）

／淡水（塩分 0.1）の入った 3Lビーカーに各 6個体を移し 30分馴致した。これらを麻酔した後、

形態計測を行ない、その後 1mlの海水、汽水、淡水とともにユニパックに入れて冷凍保存した。

シラスウナギの初期色素発達段階（VA–VB1）、および中期色素発達段階（VB2–VIA2）の２グループで

生時麻酔時、解凍直後、解凍４時間後（中期段階のみ）、解凍２４時間後（中期段階のみ）、全長

と体重の計測を行い、肥満度の変動を調べた。なお、肥満度は相対的肥満度（K）を用い、これ

は K =BM／(aTLn) の式で算出される。分母はその全長から期待される標準体重であり、 aと n

は、生時麻酔の計測データ（n = 178）を用いた log10BM = log10a + n log10TLの回帰式により、それぞ

れ 8.28 × 10−4 と 2.96と推定され、これを用いた。 
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	 生時麻酔して計測して算出した相対肥満度について、いずれの色素発達段階でも、移行した塩

分による差異が認められなかった（図 5）。一方、解凍後の肥満度は、生時麻酔時に比べ、塩分お

よび色素発達段階グループに関係なく、有意な増加が認められた（図 5）。解凍後に、全長の収縮

が顕著に起こることで相対肥満度値の増加を引き起こしたものと考えられる。初期色素発達段階

では、解凍直後に淡水群の肥満度が海水群に比べて有意に低かった。中期色素発達段階でも、有

意ではないものの、解凍直後に同じく淡水群の肥満度が海水群に比べて低い傾向が見られ、反対

に解凍４時間後と２４時間後には海水群の肥満度が淡水群に比べて有意に低かった（図 5）。 

これらの全長、体重、相対肥満度の冷凍保存による変化は、解凍硬直が強く影響していると考え

られる。死後硬直と解凍硬直は魚類における最も顕著な死後変化である（山中 1994）。コイを用

いて死後硬直と解凍硬直を比較した研究では、硬直の程度が明らかに後者の方が強いと報告され

る（山中 1994）。解凍硬直では解糖が短時間に急激に起こり，その際に大量の ATP が補給され、

その ATP が硬直のためのエネルギーとして使われるため，死後硬直に比較して硬直の程度が著し

いと考えられる（山中 1994）。異なる塩分水の中で解凍されたシラスウナギでは、全長、体重に

異なる変動過程が認められた。筋肉は、細胞内への水の浸入によりイオンバランスが崩れること

により、異なる硬直過程があったものと推察される。細胞を低浸透圧処理した場合、Ca2+は受動

的リーク経路を通って直接漏出することが報告される（Missiaen et al. 1996）。ホタテガイ貝柱を

蒸留水で洗浄すると、人工海水の洗浄したものに比べて、硬化の発生が早まると報告される（木

村ら 1999）。異なる塩分の水に浸漬して冷凍したシラスウナギにおいても、淡水下で、筋小胞体

等からの Ca2+が多量に漏出し、全長の収縮が強く起きたものと考えられる。海水群の体重が、解

凍後に上昇したが、これは筋収縮の強さに伴って、弛緩した時に水が含有する余地に違いが出た

ためと考えられる。これらの結果、全長と体重から換算される肥満度は、解凍 0hで淡水、汽水、

海水と順に高く、弛緩が進んだ 4時間後、24時間後では、それらの順は逆転したものと推察され

た。 

初期色素発達段階では、中期色素発達段階に比べて、解凍後の全長の減少率が高く、肥満度の増

加率も高くなる傾向が見られた。シラスウナギはクロコへの変態過程で全長が収縮することから

（Fukuda et al. 2013）、若い色素段階ほど全長収縮の余地が大きく、これにより、解凍時に全長の

減少が顕著に起き、肥満度の増加に繋がったものと考えれられる。 

	 これらの結果は、生時麻酔計測において、異なる塩分に移行することによる肥満度評価への影

響は認められない一方、冷凍保存した場合には、冷凍時の周囲塩分、解凍後時間、色素発達段階

によって、相対肥満度値は影響を受けることがわかった。ヨーロッパウナギで、淡水選択群と海

水選択群について、冷凍サンプルを用いて行った肥満度比較は、冷凍処理の影響を受けている可

能性があり、生時麻酔による肥満度評価によって、前項のニホンウナギでの淡水選択群と海水選

択群の間における肥満度比較が妥当なものであることが示された。 

 

塩分選択に関する個体の行動特性反映の有無（平成 28 年度） 

	 Y字試験水槽における個体の選択が、各個体の行動特性を反映するものなのか、あるいは確率

論的な選択がどの程度、行動に含まれるのかを調べた。2016年 4月 6〜7日、シラスウナギを用

いて、同個体が同じ塩分選択を繰り返し選択するかを調べた（13.5℃）。一回目の海水と淡水の選

択実験では、シラスウナギ 360個体を、30個体ごとに 12回の行動実験に供し、海水選択と淡水
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選択、無選択の 3グループに分けた。翌日、海水選択 60個体、淡水選択 60個体、無選択 120個

体について、再び、海水と淡水の選択実験を行った。 

一回目の塩分選択実験では、淡水選択が 74個体、海水選択が 74個体、無選択が 210個体であり、

淡水選択個体と海水選択個体の比に有意な偏りが認められなかった（chi-sq, P>0.05）。一回目 FW

選択群、一回目 SW選択群、一回目無選択群はいずれも、二回目の選択実験で淡水選択個体と海

水選択個体の比に有意な差異が認められなかった（chi-sq, P>0.05）。これらは、実験下での塩分選

択結果は、個体の行動特性によって決められるものではなく、主に確率論的に決められているこ

とを示唆した。 

 
ⅲ. 半自然条件での飼育実験（平成 28 年度・平成 29 年度・平成 30 年度） 

	 室内実験と天然の生態現象を繋ぐ中間的な検証方法として、屋外水槽を用いた半自然条件での

飼育試験を試みた。ここでは、各塩分域面積が生息個体数に与える影響について調べた。幅 90cm

×300cmの屋外水槽にコンクリートで 2つの仕切りを設けて、3区画に分割した（図 6）。各区画

を 1/10勾配の幅 4cm長さ 10cmの流路で繋げ、上流の区画から下流の区画へ水が一方向に流れ、

下流区画で排水されるように設計した。以下の 5 パタンの区画面積を持つ屋外水槽を用意し、

2016/5/13にクロコ 40個体を海水区画（最下流区画）に入れ、実験を開始した。 

① 区画面積比	 	 海水：海水：海水＝2:2:2 40個体 × 2水槽  

② 区画面積比	 	 海水：汽水：淡水＝2:2:2 40個体 × 2水槽 

③ 区画面積比	 	 海水：汽水：淡水＝4:1:1 40個体 × 2水槽 

④ 区画面積比	 	 海水：汽水：淡水＝1:4:1 40個体 × 2水槽 

⑤ 区画面積比	 	 海水：汽水：淡水＝1:1:4 40個体 × 2水槽 

	 淡水は井戸水、海水は横須賀庁舎で取水し濾過処理した海水を使用し、汽水は両者を混合した

ものとした。隠れ家の本数と給餌量は、面積と比例させた量を与えた。面積 1ユニット当たり、

隠れ家は 3本（長さ 10cm、φ13mm塩ビパイプ）とし、週 3回夕方に冷凍赤虫 1.5gを給餌した。

毎月、各エリアの個体数を計数し、隔月で形態計測（全長・体重・発育段階）を記録した。飼育

は５〜９月まで行った。 

塩分勾配の有無によるウナギの分布への影響を調べるため、①と②の水槽における生息個体数

データを用いて、塩分勾配の有無、月を説明変数候補、各区画の個体数の比（上流：中流：下流）

を応答変数とする多項ロジットモデルに当てはめた。各塩分域の区画面積がウナギの分布に与え

る影響を調べるため、②〜⑤の生息個体数データを用いて、面積、月を説明変数の候補、各区画

の個体数の比（上流：中流：下流）を応答変数とする多項ロジットモデルに当てはめた。解析に

は Rを用いて、nnetのパッケージを使用した。 

塩分勾配の有無の影響は微小であったが、ウナギの分布への有意に影響が見られた（表 4, 図

7, P<0.05）。塩分勾配のある条件時には、各塩分域面積、月が説明変数として生息個体数の比を説

明するモデルが、最良のモデルとして選択された（表 4, P<0.001）。各塩分域の面積が大きいほど

生息個体数が多い関係が顕著に見られた（図 7）。 

	 平成 30 年度には、②の水槽において、10〜12 月の間、個体の移動が起こっていたかを調べる

ため、10月 5日と 12月 5日にサンプリングしていた胸鰭を用いて、DNAマーカーにより、サン

プリング前後の個体判別を行った。2 ヶ月を跨いで同塩分区画に生息していた個体の割合は、
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63 ± 12％（平均 ± 標準偏差）とランダムな生息割合（1/3）に比べて高い傾向が見られ、。同塩分

区画に定着していることが示唆された。 

	 屋外水槽での観察結果は、クロコから小型黄ウナギへの移行期に、ウナギが有効な成育場の範

囲において広く分散し、成育場を最大限有効に利用することを示唆した。動物の分布の説明とし

て、利用可能な資源量分布に従う、とする理想自由分布理論が提唱されている（Fretwell and Lucas, 

1970）。本実験では、区画面積に比例して餌量と隠れ家を持つように設定し、いずれの塩分でも、

その面積が大きいほど、生息個体数は増加していることから、ウナギも各塩分域の収容力に従っ

て分布する可能性が考えられた。面積当たりの個体数という観点で見ると、分布は一様になる傾

向があり、シラスから小型黄ウナギになる時に密度が均されると報告されるヨーロッパウナギに

関する野外研究（Edeline et al. 2007）と整合している。各塩分域の面積に従った生息個体数の変化

が、具体的には面積、餌量、隠れ家等のいずれの要因によるものであるのかについては、今後の

課題である。 

	

海ウナギと川ウナギの分化機構―タイムウィンドウ仮説 

	 我々の一連の研究結果から、シラスウナギから黄ウナギまでの移行期における各塩分域への分

布メカニズムを推察する。主にシラスウナギによる成育場への回遊段階における、生息域の分化

メカニズムでは、ヨーロッパの研究結果を中心に、主に肥満度で評価される個体エネルギー状態

に伴ったリアクションノームであるとする条件戦略仮説が提唱されてきた（Edeline 2007, 

McCleave and Edeline 2009）。個体のエネルギー状態に伴った行動変化、特に塩分選好性の変化に

関しては、ニホンウナギでは現段階でそれをサポートする証拠は得られなかった。一方、本研究

では、発達要因による塩分選好性の変化を初めて明らかにした。すなわち、来遊後一年目に海水

でクロコから黄ウナギになる段階において、河川水から自然海水へと選好性を変えることが確認

された。更に、河川水の匂いへの選好性は持続されることも同時に分かった。 

	 比較的長い時間スケールでの分布変化を観察した屋外水槽の実験結果は、クロコ〜黄ウナギの

期間に形成される分布様式について、より詳しい情報を与えた。クロコ〜初期黄ウナギに、どの

塩分でも、その面積比が大きい区域ほど、生息個体数が増加する傾向があった。室内実験ではク

ロコ期には塩分に対する特定の選好を示さないことから、クロコ段階で各個体の適応度が等しく

なるように、海水域から淡水域まで幅広く分布するのではないかと推察された。秋以降、黄ウナ

ギになると各塩分域間を跨がる移動は弱まり、同塩分域に留まる傾向が観察され、クロコ〜黄ウ

ナギに過ごした各塩分域に、そのまま定着するプロセスがあることが示唆された。 

	 これらの結果を総合し、本研究では、来遊後 1 年目に起こる海水と淡水での一連の分布形成過

程（すなわち、回遊型非回遊型の最初の分岐）について、タイムウィンドウ仮説と名づけ、以下

に仮説的プロセスを提示する（図 8）。シラスウナギは、主に河川水の匂いがキューとして働き、

成育場へ加入する。クロコになると、河川水の匂い選好は持続するが、塩分選好性を失い、匂い

のある範囲において、淡水〜海水を跨って広範囲に均等に分散する。この時、各塩分域の収容力

（本実験では面積で代表）に応じて、分布を変動させ、個体の適応度を最大化させると考えられ

る。その後、次第に各塩分域での成長が進むと、定着が促され、川にいる個体は川ウナギとして、

海・河口にいる個体は海・河口ウナギとして、その後、成長する。その後の黄ウナギ期のハビタ

ットシフト（摂餌に伴った移動、とMcCleave and Edelineでは定義）では、淡水域への進入（Upstream 
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movement）は、淡水から塩分域への動き（Downstream movement）に比べて、起こりにくい。こ

れは、淡水へ進入が生物学的に特にこの時期に限定されていることを示唆している。 

 

本課題結果からのウナギ保全への示唆 

シラスウナギは河口の感潮域に集まり、その後、主にクロコ期に淡水〜海水の間で分散して、

河口を中心とした多様な塩分域を最大限利用するものと考えられるため、シラス〜クロコ時の動

きを妨げる障害物は、この効率的な分布形成に悪影響を及ぼすことが想像される。日本の河川で

は、海から入る塩水による飲料水や農作物への被害を防ぐため、塩水の遡上を阻止するための河

口近くの水門がしばしば見られる。これらの水門には、アユなどの魚類の遡上を促す魚道が施さ

れることが多いが、ウナギ稚魚のような、遡上力の弱い魚への魚道整備は十分ではない。ウナギ

の場合、流れに対する遡上よりもむしろ、湿ったスロープをゆっくりと登る遡上方法に長けてい

る。そのため、ウナギ遡上専用の魚道設置は、ウナギの生息域の連続性を高める上で有効に機能

するものと考えられる。 

	 海水域から河川内淡水域まで連続性を確保するとともに、それぞれの潜在的収容力を高めるこ

とは、成育場来遊後の分散とその後の定着生活の全過程で、ウナギ資源に好影響を与えるであろ

う。シラスウナギのみならず、それ以降の発育段階でも陸水の匂いに選好性を持つことが確認さ

れ、成育場の探索キューとしてのみならず、陸水が強く影響する場所が海側のウナギの棲息範囲

と関係するものと考えられる。主要な匂いの出処の一つは、木々から河川内に落ちた葉が微生物

による分解時にできるものである可能性が高く（Sorensen 1986; 本研究）、河川周辺の木々の増加

は、落葉による有機物の影響を通して、海から川までの全体の収容力を増すのに最も有効な手段

かもしれない。河川内の落葉は、微生物分解による水中有機物の増加を促し、シラスウナギの誘

引効果の増大や海側のウナギ棲息域の拡大をもたらすことが期待される。また、堆積した落葉は、

隠れ家の効果、そこから派生する食物網からウナギの餌生物の増加といった効果も期待できる。 

 

４．今後の課題 

	 本課題は、河川水に含有する易分解性溶存有機物をウナギが選好することを明らかとし、その

出処のひとつとして、微生物の分解される落ち葉が有力であることを示した。しかし、具体的な

物質として特定されていないことから、今後、化学的な手法を用いた物質の探索が必要である。	

	 来遊 1年目に海水で育った場合に、冬のシラスウナギから秋の黄ウナギになる発育過程で、河

川水選好から自然海水選好へ、淡水選好から海水選好へと変化することを明らかにしたが、自然

水温条件下で実験を行っているため、発育段階と水温それぞれが選好性の変化にどの程度の影響

を与えたかについては分かっていない。今後、発達要因と水温要因を分けた実験が必要となる	

	 ウナギ生息個体の分布を調べた屋外飼育実験で、各塩分域の面積を変え、面積に比例した餌量

と隠れ家を持つように設定したところ、各塩分域面積の大きさに従い、生息個体数が多くなるこ

とが分かった。面積、餌量、隠れ家それぞれが、ウナギの生息個体数にどのように影響するかに

ついては、今後の課題である。	

	 本課題では、単要因の操作に対するウナギの行動変化について研究し、海ウナギと川ウナギへ

の分化について、シンプルなモデルとして、タイムウィンドウ仮説を提唱するに至った。自然界

では、多種多様な外的・内的要因が時間と共に複雑に変動しており、海から河川の形状や環境条
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件なども地域毎に様々である。今回提示したモデルが礎となり、天然ウナギの行動や分布形成に

関して、各地域が持つ様々な要因の影響も含めた、更なる理解が進められることが期待される。	

 

５．波及効果 

	 本研究により、ニホンウナギにおいて、河川水に含まれる“匂い”（易分解性溶存有機物）が、

ウナギの成育場として重要な要素であることが示唆された。今後、“匂い”の分布特性が各地域の

ウナギの海側分布範囲を推定するのに重要な役割を果たす可能性があり、海側ウナギ資源などを

推定する手法に役立ちうる。また、ウナギの海側生息域には、陸水の影響、特に河川内の落葉に

よる有機物供給が重要である可能性が示され、ウナギ資源の増殖を考える上で新たな研究テーマ

を示唆した。	
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図 1.	Y 字試験水槽 

図 2.	（A）河川水における懸濁態有機物の除去（GF/F	0.7μm 孔によるろ過）、(B)	活性炭処

理、(C)	生分解処理（易分解性成分除去）の各処理によるシラスウナギ選択個体数への影響 
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図 4.	シラスウナギの塩分選択と内分泌 mRNA 量 図 3.	シラスウナギの塩分選択と相対肥満度 
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図 5.	生時麻酔および冷凍保存し解凍した場合における全長、体重、肥満度の推移 
*は生時麻酔に対する有意な差異、§は同時間に塩分間で有意な差異があることを示す 
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図 6.	屋外水槽の構造 
各区画が同じ面積を持つ場合を例示 

図 7.	各塩分区画におけるウナギの生息割合の平均と標準偏差 
括弧内の数字は、面積の比を表す 
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実験目的 発育段階 試験回数 供試魚数 
選択を示した

個体数 

水温 

(℃) 

選択個体数 
偏向有意性 

（χ2検定） 
河川水 自然海水 

河川水選好 シラスウナギ 8 240 105 13.5 75 30 P<0.05 

 クロコ 8 120 103 21.0 77 26 P<0.05 

 黄ウナギ 8 160 153 20.0 49 104 P<0.05 
         

      河川海水 自然海水  

匂い選好 シラスウナギ 4 120 65 13.5 62 3 P<0.05 

 クロコ 4 120 112 21.0 69 43 P<0.05 

 黄ウナギ 8 160 152 20.0 91 61 P<0.05 
         

      河川水 河川海水  

塩分選好 シラスウナギ 8 240 90 13.5 60 30 P<0.05 

 クロコ 4 120 86 21.0 44 42 P>0.05 

 黄ウナギ 8 160 151 20.0 43 108 P<0.05 

表 1	 発育段階と河川水・塩分・匂い選好性に関する実験結果	 

図 8.	タイムウィンドウ仮説の概要 
シラスウナギは、陸水の匂いと低塩分に誘引され、成育場に来遊する．クロコから初期黄ウ

ナギへの移行期、陸水が影響する海水域から淡水域まで幅広い範囲に、収容力に従った分散

（理想自由分布）する．各塩分域で黄ウナギへと成長すると、各塩分に適応し、川ウナギと

海ウナギとして定着する。 
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水の種類 処理 

A 蒸留水→塩分 35に調整  

B 
滅菌地下水(1L) ＋滅菌河川内落葉(30g)と植種（河川水 0.05L*） 

→ろ液冷凍保存→蒸留水で 10倍希釈→塩分 35に調整  

C 
滅菌地下水(1L) ＋滅菌河川内落葉(30g)＋植種（河川水 0.05L+河川内落葉 1g） 

→３週間エアレーション→ろ液冷凍保存→蒸留水で 10倍希釈→塩分 35に調整 

D 
滅菌地下水(1L) ＋滅菌河川内落葉(30g)＋滅菌植種（河川水 0.05L+河川内落葉 1g） 

→３週間エアレーション→ろ液冷凍保存→蒸留水で 10倍希釈→塩分 35に調整  

 

 

 

 

試験回数 供試魚数 選択個体数 偏向有意性 

（χ2検定） 
  

水 A 水 B 
 

4 120 19 23 P>0.05 
       

水 A 水 C 
 

4 120 3 48 P<0.05 
       

水 A 水 D 
 

4 120 13 27 P<0.05 
     

  
水 B 水 C 

 

4 120 16 54 P<0.05 

 

表 4	 屋外水槽でのウナギ生息個体数を説明するモデル検討 

モデル 残差の自由度 残差逸脱度 モデル比較 尤度比統計量(自由度) P 

(a) 塩分勾配の有無による生息分布      

     M1. 無変数 30 1192.9    

     M2. 塩分勾配の有無 28 1184.4 M1 vs M2 8.49 (2) 0.014 

     M3.塩分勾配の有無、月 22 1174.8 M2 vs M3 9.57 (6) 0.14 
	       

(b) 塩分勾配条件下における生息分布      

     M1. 無変数 62 2374.2    

     M2. 海水/汽水/淡水の区画面積 58 2043.7 M1 vs M2 330.5 (4) < 10-9 

     M3. 海水/汽水/淡水の区画面積、月 52 2019.3 M2 vs M3 24.4 (6) 4.48 × 10-4 

 

表 2	 河川水および河川内落葉を用いた各種水の処理方法 

表 3	 河川水および河川内落葉を用いた各種水に対するシラスウナギ選択個体数 

*水 B の河川ろ過水は 2018 年 3 月 2 日に採集したもの、水 C,D の河川ろ過水と河川内落葉は 2018 年 3 月 19 日に採集したも

のを用いた 
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課題番号：3-(9).(H28-29),1-(9).(H30) 

課題名：河口・内湾ウナギの個体群特性の把握 

主担当者（担当機関）：横内一樹(H28-30)（中央水産研究所） 

従担当者（担当機関）：白井厚太朗(H28-30)（東京大学大気海洋研究所）・關野正志・西本篤史

(H28-30)・中村洋路・中道礼一郎・小林真弓(H30)・福田野歩人・澤山周平・山本敏博・黒木洋

明(H28-30)（中央水産研究所） 

協力機関：中央大学、青森県産業技術センター内水面研究所、静岡県水産技術研究所浜名湖分場、

愛媛県農林水産研究所水産研究センター、大分県農林水産研究指導センター水産研究部浅海・内

水面グループ、熊本県水産研究センター 

	

【成果概要(平成 28〜30 年度)】 

i. レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析装置（LA-ICP-MS）を用いた高解像度・

高感度微量元素分析手法を開発した。レーザーアブレーション装置と誘導結合プラズマ質

量分析装置の高度なチューニングにより、20x60 マイクロメートルの矩形スポットを用い

る事で、空間解像度の悪化を押さえつつ、Sr,	Mg,	Na,	Ba,	B,	Li,	K などの微量元素を

分析する技術を確立することができた。従来法の電子線プローブマイクロアナライザー：

EPMA（Sr/Ca 比）と LA-ICP-MS（Sr を含む多元素）で得られた変動プロファイルの比較・

検討を行ったところ、両者の Sr/Ca 比は類似したパターンを示したが、短周期のノイズに

ついては、LA-ICP-MS で振幅が小さかった。一部の元素は Sr と類似した変動パターンを示

した。加えて、Ba 等の元素は、Sr により高塩分履歴を持つと判断された個体について、

低い値を示した。川ウナギについては、複数の元素で変動が大きく、河川ごとに組成が大

きく異なることが反映されたものと考えられた。本課題の調査対象河川・海域において環

境水試料を採取し、その酸素同位体比の分析を行った。その結果、環境水の塩分と酸素同

位体比の線形関係を確認した。淡水の酸素同位体組成は地域ごとに変化したことから、耳

石酸素同位体比を用いた生息塩分推定には酸素同位体比の端成分を河川ごとに使い分け

ることが有効である事が明らかとなった。耳石 Sr/Ca 比と酸素同位体比の対応を検討した

ところ、耳石の酸素同位体比の変動パターンは耳石 Sr/Ca 比と概ね整合的であり、黄ウナ

ギ期に Sr/Ca 比の上昇が見られた移動個体では、酸素同位体についても同位体比の上昇が

確認された。	

ii. 本課題の耳石標本およびデータを協力機関と連携し、随時とりまとめを進め、耳石齢査定

のための試料の作成を進めた。2015 年 9 月から 2018 年の 8-10 月までに（報告書執筆時

点）鰻来遊生息調査事業および河川及び海域での鰻来遊生息調査事業において収集された

ニホンウナギの精密測定結果をとりまとめ、標本を抽出して耳石年齢査定を実施した。黄

ウナギ期（Y1-Y2）の性比（性が判別された個体のうちの雌の割合）は 70.0％で、雌の平

均全長は	472.5	mm、平均年齢は 4.8 齢、成長速度は 104.1	mm/年であった。黄ウナギ期の

雄の平均全長は	400.5	mm、平均年齢は 4.5 齢、成長速度は 95.1	mm/年であった。河口・

内湾域で採集された降河回遊期（銀化ステージ：Y2-S2）の個体について耳石 Sr/Ca 比を

分析し、生息環境履歴（生活史型・回遊型）を推定したところ、全ての水域で、河川定着

型（いわゆる川ウナギ）と河口・内湾域定着型（いわゆる海ウナギ）の両者が出現した。
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回遊型を調べたいずれの水域でも、概ね半数の個体（47-67％）が黄ウナギ期に河口域・内

湾域を成育場として利用した個体で占められていた（河口・内湾への定着個体と移動個体：

河川淡水域で若齢期を過ごし、その後、河口域・内湾域へ生息域をシフトさせた個体）。地

域的に類似点のある水域ごとに、回遊型の構成割合も近かったことから、水域ごとの特性

が回遊型割合に現れる可能性が考えられた。定着型の履歴を示した降河回遊期の個体につ

いて、平均 Sr/Ca 比ごとに雌雄の割合（性比）を検討したところ、最も低塩分の Sr/Ca 比

0-2 および最も高塩分の 6-8 のクラスでは雌が優占した。一方、雄の割合が最も高いのは

Sr/Ca 比 4-5 で、50％が雄であった。この結果は、雄の分布が河口域（低塩分域）を中心

に形成されること、つまり、ニホンウナギの雌雄の分布様式は、河口域を中心とし、水域

内の分布縁辺部に雌が優占する対称形となっていることが考えられた。筋肉炭素窒素安定

同位体比との対応をみると、同じ塩分履歴でも、直近の餌料源が異なる個体が出現した。

従来法により塩分履歴を明らかにした個体から標本（N=74）を抽出し、一塩基多型 DNA マ

ーカーの RADseq 法に基づく分析により、ベイジアンクラスタリング（分集団数 K=2：海ウ

ナギグループと川ウナギグループ）により各個体のグループへの帰属を調べた。分析の結

果、SNP 全体ではグループ間の遺伝的差異は小さいものの、グループを特徴づける SNP サ

イトは、川ウナギ・海ウナギを分離する上で重要な情報を持っていることが立証され、川

ウナギと海ウナギの生息環境の違いを反映する遺伝子が存在する可能性が示唆された。	

	

１．背景・目的(4 カ年で達成する目標) 

成長期である黄ウナギ期において、ニホンウナギの生息塩分は淡水から海水まで多岐にわたり、

成熟のはじまりとともに降河・産卵回遊を開始する銀ウナギのサイズや年齢の範囲も広い。生息

環境のパターンについて、これまでは耳石のストロンチウム/カルシウム比（Sr/Ca 比）から、そ

の回遊型はおおまかに川ウナギ・河口ウナギ・海ウナギと分類され、また近年ではそれぞれの回

遊型を定着個体と生息域をシフトさせた移動個体として分けて認識されるようになってきた。し

かし、汽水域での塩分変動に対する Sr/Ca 比の勾配は非常に大きく、河口ウナギ・海ウナギとし

て区分されてきた個体が、実際にどの程度の塩分環境下で生息しているのかを把握する事は極め

て困難であった。そのため、河川淡水域に生息するいわゆる川ウナギ（河川定着型）以外の生活

史パターンを持つ個体については、その生物学的特性や漁獲実態、銀ウナギとしての出現時期な

どに関する知見は不足していた。	

そこで本研究の目的は、i)耳石の複数の微量元素組成・安定同位体組成を分析する事で汽水域・

海域での生息塩分履歴を明らかにする手法を確立し、本事業の耳石標本へ応用する。また ii)	試

料および生物データをとりまとめ、標本を抽出して耳石分析を行い、ニホンウナギの年齢や生息

環境履歴を明らかにする。ニホンウナギの遺伝的背景を調べ、基礎的な知見を得る。以上を総合

し、河口・内湾ウナギの個体群特性を把握する。	

 

２．全体計画 

ⅰ.	 	 河川・河口・内湾など様々な塩分環境下で採取したニホンウナギの耳石を分析する。分析

にはレーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析装置を用い、ストロンチウム・バリウム

を代表とする複数の元素を分析する。レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法は試
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料を迅速に分析できるという利点がある一方、ストロンチウム／カルシウム比を含む微量元素組

成の塩分依存性については海水組成変動以外にも生物学的要因により影響を受ける可能性がある。

そこで、生物学的要因によりほとんど影響を受けないと考えられている酸素安定同位体比を分析

する事で、微量元素組成の塩分依存性の信頼性を評価する。耳石の酸素安定同位体比は水温と水

の酸素同位体比（≒塩分）の両方の関数であるが、観測された水温の影響を差し引く事で、耳石

に記録された信頼性の高い塩分情報を引き出す事が可能となる。耳石酸素安定同位体比分析はレ

ーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法と比較して空間解像度（≒時間解像度）が粗

く、分析にも時間がかかる。そのため、レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法で

明瞭な結果が得られた代表的な個体を選択し、酸素安定同位体比の結果と比較する事で信頼性の

評価を行う。H30 年度は酸素同位体比の塩分履歴復元の有用性の検証のために、Sr/Ca 比と酸素同

位体比の比較を実施した。ニホンウナギについて EPMA で Sr/Ca 比を分析後、自動炭酸塩前処理装

置を接続した安定同位体質量分析装置を用いて測定された酸素炭素安定同位体組成を解析した。	

	

ⅱ.	 	 今事業の耳石標本および生物データ（サイズ、年齢、成長速度、生息環境等）をとりまと

め、ⅰで確立した手法を、採取したニホンウナギ耳石試料で試行する事で、生息塩分や異なる塩

分の水域への移動などについて明らかにする。ニホンウナギの遺伝的背景を調べ、生物データ（サ

イズ、年齢、成長速度、生息環境等）との対応を検討し、生態と遺伝的背景に関する基礎的な知

見を得る。また、以上に加え、本事業と過去のニホンウナギの生物学的特性との比較を行い、河

口・内湾ウナギの個体群特性を把握する。本課題の耳石標本およびデータについて随時とりまと

めを進め、標本を抽出して耳石分析を行い、ニホンウナギの年齢や従来法に生息環境履歴を明ら

かにする。H30 年度は、29 年度に引き続き、今事業の耳石標本および生物学的特性に関するデー

タ（サイズ、年齢、成長速度、生息環境、塩分履歴、遺伝的情報等）について、生活史パターンと

生物学的特性の関係を整理した。	

耳石Sr/Ca比の履歴と課題3-2の筋肉炭素窒素安定同位体比による食性解析結果との対応を検

討し、経験塩分と餌料源の関係の把握を進める。耳石 Sr/Ca 比の解析に基づく生息履歴調査の結

果を踏まえ、海ウナギと川ウナギの違いを理解するために、浜名湖―都田川水系のニホンウナギ

について、両者間の遺伝的差異をゲノムワイドに調べるため、RADseq 法（Restriction	 site-

associated	DNA	sequencing）による多型解析を行う（図 1）。H30 年度は、2015-2016 年に浜名湖

の鷲津地区と都田川で採集されたニホンウナギ成体（N=74）を供した解析を進めた。各個体の筋

肉組織からフェノール・クロロホルム法によりゲノム DNA を抽出し、Qubit	 3 フルオロメーター

（Thermo	 Fisher	 Scientific）により DNA 濃度を測定した。RAD ライブラリー作製は、基本的に

Sekino	et	al.	(2016)	で述べられている方法に従い、若干のマイナー変更を施した。多型解析に

より、川ウナギと海ウナギ間を特徴づけるゲノム領域の有無を調べた。	

	

	

	

	

	

	



 

 259 

全体計画	 平成 27 年度	 平成 28 年度	 平成 29 年度	 平成 30 年度	

ⅰ.塩分履歴復元

手法開発	

	 塩分履歴復元法の開発	

（分析法の検討、d18O と塩

分の比較）	

	

(EPMA:Sr/Caと LA-ICP-MS

の多元素プロファイルの

比較）	

	

(分析を継続、耳石候補指

標の検討)	

	

ⅱ.河口内湾ウナ

ギの個体群特性

の把握	

	 耳石分析（標本作製、	

遺伝学的検討・個体群	

（分析条件の検討）	

年齢・Sr/Ca データの	

特性の把握	

（耳石 Sr/Ca と遺伝的デ

ータおよび筋肉 C	・N の

対応把握）	

	

蓄積）	

	

（分析を継続、耳石・遺伝

子と生物学的特性の関係

を整理）	

標本・データとりまとめ	

	

３．成果と考察  

i.	 	LA-ICP-MS で得られた Sr/Ca 比の変動プロファイルは EPMA のものと概ね一致した。ただし、

分析手法の特性上、LA-ICP-MS の方が高精度かつ高確度であり、EPMA で見られるようなノイズ様

の変動については LA-ICP-MS の方が振幅は小さかった（図 2）。また濃度の絶対値については EPMA

の値は真の値からずれる傾向が見られた。一方、空間分解能については EPMA の方が優れるものの、

矩形スポットを使用する手法を確立したことで、LA-ICP-MS でも十分実用的な解像度で分析可能

であった。分析した元素のうち Li,	B,	Na,	Mg,	K,	Mn,	Sr,	Ba が定量限界以上の濃度であった。

B,	Na,	Mg,	K は回遊に伴う明瞭な変動は見られなかった。一方、Li は Sr と類似した変動パター

ンを示した。一方、Ba と Mn は、Sr のプロファイルから高塩分履歴だと判断した個体（海ウナギ）

については低い値を示したものの、その他の個体については想定される塩分帯とそれら元素組成

との関係性は弱かった。特に、河川定着型と推定された個体（川ウナギ）と判断した 2 個体につ

いては、両元素とも大きく異なる組成を示した。これは、河川ごとに環境水の組成が大きく異な

ることを反映している可能性があり、生息河川判別に応用できる可能性を示唆しているものと考

えられた。	

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法を用いた高解像度・高感度微量元素分析

手法を開発した。レーザーアブレーション装置と誘導結合プラズマ質量分析装置の高度なチュー

ニングにより、20x60 マイクロメートルの矩形スポットを用いる事で、電子線プローブマイクロア

ナライザーと比べて空間解像度の悪化を半分程度に押さえつつ、Sr,	Mg,	Na,	Ba,	B,	Li,	K など

の微量元素を分析できる技術を確立した。	

	 大分県（杵築市高山川、杵築市八坂川、杵築湾）・愛媛県（西条市中山川、西条市大曲川、西予

市肱川、松山市重信川、宇和島市石松川）・静岡県（浜松市都田川、浜名湖）・神奈川県（横須賀市

長井地先、横須賀庁舎井戸）の水域計 24 地点において環境水試料（塩分：0〜31.1）を採取し、

その酸素同位体比の分析を行った。その結果、環境水の塩分と酸素同位体比の全体的な傾向は	

環境水の酸素同位体比	=	0.22	x	塩分	–	7.15	

の関係に従って変化する事が明らかとなった（図 3）。一方で、淡水の酸素同位体組成は地域ご

とに-6.5 から-8.1‰の範囲で変化する事が明らかとなり、耳石酸素同位体比を用いた生息塩分推
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定には酸素同位体比の端成分を河川ごとに使い分けた方が好ましい事が明らかとなった。	

H30 年度は、耳石 Sr/Ca 比で個体の回遊履歴が明らかなニホンウナギのうち、耳石 Sr/Ca 比が

0-2 の範囲で推移した川ウナギと判別された個体と 0-2 の範囲を示した後に 2-6 の範囲に上昇し

たプロファイルを示す河川から河口域へ生息域をシフトさせた移動個体および耳石Sr/Ca比が 2-

4 の範囲で変動した河口域定着個体について、酸素炭素安定同位体比との対応を検討した。その

結果、Sr/Ca 比が類似した組成を示すにもかかわらず、酸素同位体比は-10〜-9‰と異なる組成を

示す個体のあることが明らかになった。また、河川-河口域移動個体については、成長方向の Sr/Ca

比の上昇に伴う酸素同位体比の上昇が確認された。汽水侵入後について Sr/Ca=2-6 の範囲では酸

素同位体比は-7‰程度の値を示した。河川-河口域移動個体の汽水侵入後の組成は Sr/Ca 比で 2-

6、酸素同位体比は-6‰程度と概ね整合的な値を示した。このことは、淡水の Sr/Ca 比と酸素同位

体比の端成分が類似していれば、いずれの耳石組成もある程度定量的に塩分を反映することを示

唆していると考えられた。	

	

ii.	 	本課題の耳石標本およびデータを協力機関と連携し、随時とりまとめを進め、耳石齢査定

を進め、データのとりまとめを行った。H30 年度は、2015 年 9 月から 2018 年の 8-10 月（報告書

執筆時点）にかけて鰻来遊生息調査事業および河川及び海域での鰻来遊生息調査事業において収

集されたニホンウナギの精密測定をとりまとめ、耳石年齢査定を実施した。採集された個体のう

ち、黄ウナギ期（Y1-Y2）を対象とし（n=843）、性判別個体のうちメスの割合（性比）は 70.0％で

あった。雌の平均全長は	472.5	mm、平均年齢は 4.8 齢、成長速度は 104.1	mm/年、雄の平均全長

は	400.5	mm、平均年齢は 4.5 齢、成長速度は 95.1	mm/年であった（表 1）。	

1999 年から実施された過去事業であるウナギ資源増大対策事業の黄ウナギとの比較のため、主

に河川淡水域を中心として採集されている黄ウナギの生物学的特性を参照すると、ウナギ資源増

大対策事業では、性別が判別された 4738 個体のうちメスの割合（性比）は 79.6％、計 3776 個体

であった。黄ウナギの雌の平均全長は	495.6	mm、平均年齢は 5.0 齢、成長速度は 96.7	mm/年で

あった。黄ウナギの雄の平均全長は	412.9	mm、平均年齢は 3.6 齢、成長速度は 120.5	mm/年であ

った（表 1）。両事業間で黄ウナギの生物学的特性を比べると、河口域・内湾域において採集され

た本事業の黄ウナギの生物学的特性、特にメスの平均全長、平均年齢、平均成長速度および性比

に大きな差異は認められなかった（表 1）。	

本事業により静岡県、愛媛県、大分県および熊本県で採集されたニホンウナギについて、耳石

の摘出、耳石薄片切片の作成、および EPMA による Sr/Ca 比分析を実施した。平成 30 年度は、追

加分析および回遊型の推定を行い、計 234 個体の分析結果をとりまとめたところ、淡水に相当す

ると想定される Sr/Ca 比 0-2（川ウナギ）および汽水・海水に相当すると想定される 3-8 のクラ

ス（河口ウナギ・海ウナギ）のどちらかで黄ウナギ期を過ごした定着型の個体および、明確に河

川淡水域から河口・内湾へ生息域をシフトさせた個体が出現した（図 4）。回遊型を調べたいずれ

の水域でも、概ね半数の個体（47-67％）が黄ウナギ期のうち、河口域・内湾域を成育場として利

用した河口域・内湾域定着個体と河川淡水域で若齢期を過ごし、その後、生息域を河口域・内湾

域へシフトさせた移動個体で占められていた（図 5）。また、瀬戸内海に面した大分県および愛媛

県の間と、閉鎖的内湾（八代海・浜名湖）を有した熊本県、静岡県で回遊型割合が類似していた

ことから、回遊型割合には、水域の地域的な特徴が現れているものと考えられた。銀ウナギのSr/Ca
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比ごとに定着型の履歴を示した個体の性比をみると、最も低塩分の Sr/Ca 比 0-2 および最も高塩

分の 6-8 のクラスにおいて雌がそれぞれ 62%-100％、75%-100％と優占した（図 6）。一方 Sr/Ca 比

3-6 のクラスでは、雌の比率が 50％-75％であり、雄の割合が最も高いのは Sr/Ca 比 4-5 であった

（図 6）。この結果は、雄の分布は、河口域（低塩分域）を中心に形成されており、ニホンウナギ

の雌雄の分布様式は、河口域を中心とし、水域内の分布縁辺部に雌が優占する対称形を示すもの

と考えられた。耳石 Sr/Ca 比の履歴と課題 3-(2)の筋肉炭素窒素安定同位体比による食性解析結

果との対応を検討し、経験塩分と餌料源の関係の把握を進めた。その結果、餌料の異なる川ウナ

ギが出現し、同一の耳石指標でも、銀ウナギの由来が複数あり、加えて、海ウナギの中でも餌料

源が明瞭に異なる群のあることが明らかとなった（図 7）。	

本事業により採集されたニホンウナギの試料について、一塩基多型 DNA マーカーの RADseq 法に

基づくゲノムワイドな分析をすすめた。H30 年度は、耳石 Sr/Ca 比の解析に基づく海ウナギ 32 個

体と川ウナギ 42 個体について、RADseq 法による一塩基多型解析を行った。8塩基（CCTGCAGG）を

認識して DNA を切断する制限酵素 SbfI（SbfI-HF;	New	England	Biolabs）を使って、各個体のゲ

ノム DNA を断片化し、生じた DNA フラグメントの末端に、PCR プライマー配列、次世代 DNA シー

ケンシング用配列および個体識別用の配列（バーコード）を含む“P1 アダプター（Illumina）”を

結合した。アダプター結合 DNA をミックスし（20 個体分）、超音波処理（DNA	Shearing	システム	

M220；Covaris）により期待サイズ 300	 bp になるように DNA を剪断した後、アガロースゲルによ

る電気泳動を行い、250-700	 bp の DNA フラグメントを回収した。フラグメント末端を平滑化し

（Mighty	Cloning	Reagent	Set;	Takara）、Exo-Minus	Klenow	DNA	Polymerase（Epicenter）を使

って平滑末端にアデニン（A）を付加した。PCR プライマー配列を含む“P2 アダプター（Y-adaptor;	

Illumina）”を A-突出末端に結合させた後、P5-および P7-PCR プライマー（illumina）と Phusion	

High-Fidelity	DNA	Polymerase（New	England	Biolabs）を使って、P1 および P2 アダプターが結

合した DNA 断片を増幅した。PCR 産物を AMPure ビーズ（Beckman	Coulter）で精製し、これを RAD

ライブラリーとして、次世代 DNA シーケンサー（NextSeq	500	system;	Illumina）を使った超並

列シーケンシングによりシーケンスリード（塩基配列）を取得した。	

ソフトウェア Stacks（Catchen	et	al.	2013）のサブプログラム	process_radtags を使い、得

られたリードのうち、SbfI 認識配列の一部（TGCAGG）とバーコード配列（6 塩基）が共に認めら

れるもののみを抽出した（バーコード配列を除く 64	bp）。各個体の抽出リード数は 9,593,251 か

ら 42,637,539 であった（Ave.,	20,966,860;	s.d.,	7,349,281）。次に、ソフトウェア BWA（Li	&	

Durbin	 2009）を使い、得られたリードを公表されているニホンウナギのリファレンスゲノム

（Nakamura	et	al.	2017）にマッピングした（ミスマッチ	≤	4 塩基）。Stacks のサブプログラム

gstacks を使い、マッピングされたリードに基づいて一塩基多型（SNP）カタログを作成し、さら

にサブプログラム populations により各個体・各 SNP サイトのジェノタイプを決定した。この

populations によるジェノタイピングでは、各 SNP サイトの共有率（全個体のうちジェノタイピ

ング可能であった個体数の割合）を 90%以上、MAF（Minor	allele	frequency）を 0.05 以上と設定

した。得られたジェノタイプデータについて、ソフトウェア VCFtoosl（Danecek	et	al.2011）を

使って、被覆度（各 SNP サイトが何回読まれているか）が 20 以上のものを選択した。次に各 SNP

サイトのハーディ・ワインベルグ平衡（HWE）およびサイト間の連鎖不平衡（LD）検定を行った（ソ

フトウェア Plink;	Purcell	et	al.	2007）。HWE 検定は正確確率検定に基づき（Wigginton	et	al.	
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2005)、P 値が 0.001 以下の SNP サイトを除外した。LD 検定では、連鎖不平衡の指標である r2が

0.3 以上の SNP サイトペアにおいて、いずれかのサイトを除外した。	

以上のフィルタリングの結果、32,105 個の SNP が抽出された。耳石の Sr/Ca 比の結果に基づき、

生息履歴が河川と考えられる個体（川ウナギと呼ぶ）と内湾と考えられる個体（海ウナギ）の 2グ

ループに分類した（川ウナギ,	N=42；海ウナギ,	N=32）。各グループ内で計算したヘテロ接合体率

（HE）の値は、グループ間でほとんど差は見られなかった（表 2）。またグループ間の遺伝的差異

を表す FST値を求めたところ、SNP 全体（平均値）では 0.008 と小さい値であった。ただし適応や

セレクションが存在し、それらが複数の比較的効果の弱い複数の遺伝子により影響を受けている

場合、ゲノム全体の平均では FST値は小さく、見かけ上均質化しているように見えることがあり得

る。そこで機械学習の一つである Random	Forest 法（Breiman	2001）により、それぞれのグルー

プを特徴づける SNP サイトの有無を、Rパッケージの randomForest（Liaw	and	Wiener	2002）を

用いて調べた。Random	Forest 解析に先立ち、川ウナギ・海ウナギの 2群に対し Case-control 解

析を行い、関連の強い上位1,000個のSNPを抽出した（Fisherの正確確率検定）。次にrandomForest

によりジニ係数の減少量で表される SNP の重要度を求めた（図 8）。この重要度には一般化された

閾値がないため、ここでは暫定的に 0.1 を閾値として重要度の高い 44 個の SNP を選んだ（図 8の

赤のドット）。選択した 44 個の SNP を使って、ソフトウェア Structure	（Pritcherd	et	al.	2000）

により川ウナギ・海ウナギという事前のグループ情報なしで各個体のベイジアンクラスタリング

を行った。その結果（図 9）、川ウナギは青のグループ 1、海ウナギは赤のグループ 2 にクラスタ

リングされ、選択した SNP は、川ウナギ・海ウナギを分離する上で重要な情報を持っていること

が立証された。	

選択した SNP のレファレンスゲノム上の位置から周辺の塩基配列を抽出し、NCBI ヌクレオチド

データベースに対し BLAST サーチを行い、これらの SNP が機能的遺伝子上に位置するかを調べた

（表 3）。44 個の SNP のうち、25 個は遺伝子領域内に位置していた。このうち 8個は成熟 mRNA に

残る部分（エクソン）、17 個はスプライシングにより成熟 mRNA 生成前に切り取られる部分（イン

トロン）に位置していた。残りの 19 個は遺伝子領域間に存在する SNP であった。遺伝子領域間に

位置する SNP であっても、適応に関連する遺伝子と連鎖していれば遺伝的差異が生じる可能性が

ある。そこで遺伝子からの距離が近い SNP を選んだところ（ここでは距離	 <10,000	 bp とした）、

8 個の SNP が抽出された。これらの BLAST サーチでヒットした遺伝子の機能については更に精査

が必要であるが、川ウナギと海ウナギの生息環境の違いを反映する遺伝子が存在する可能性が示

唆された。	

	

４．今後の課題 

LA-ICP-MS による多元素分析によって、有用性が認められた候補元素については、定量的な評価

を行うための検討が今後必要となる。本課題の遺伝的な検討について得られた結果は、あくまで

一地域から得られたサンプルに基づくものである。今回同定された 44 個の SNP もしくはそれらが

位置する遺伝子（あるいは隣接する遺伝子）が、適応に関して真に川・海という環境の違いを反

映しているかを判断するためには、更に他地域のサンプルを解析し、今回の結果と比較すること

が不可欠である。本事業では、参画機関により採集された銀ウナギについて回遊型推定を進めた。

これを継続することで、過去のデータとの比較が可能となり、資源の減少が続く本種について、
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モデル水系における回遊型割合の長期的な動態が明らかになることが期待される。本事業によっ

て明らかになった河口域・内湾域のニホンウナギの水域ごとの分布範囲や、銀化ステージごとの

漁法別月別漁獲量、回遊型の割合を利用して、生息域ごとに資源生物学的特性を把握するために

は、内湾側の生息面積や生息個体密度に関して検討を行う必要があるため、GIS 等の地理情報と対

応させた検討が今後、有効であると考えられる。	

	

５．波及効果 

	 本課題において現在進めている耳石齢査定による大規模生物学的特性データの蓄積を進めたこ

とで、IUCN 等でプライオリティーが高いにもかかわらず、情報の少ない銀ウナギの成熟年齢に関

する情報を収集できた。複数の耳石化学指標の関係を検討したことで、新たな耳石化学指標によ

る塩分履歴の推定のための基盤が整理されたため、今後、幅広い塩分帯の履歴を把握することが

可能となるものと期待される。また、河口・内湾域のニホンウナギの生態を明らかにし、銀ウナ

ギの生物学的特性が記載されたことにより、生息環境履歴の異なる個体の割合やその特性に関す

る本課題の成果は、ニホンウナギの資源の管理と保全方策に資する知見を提供するものである。	
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ゲノムDNAを特定のDNA配列を認識して消化する制限酵素で切断し，
切断場所両側の配列（数⼗塩基）をシーケンスしてSNPを検出する。

ゲノムDNA

SNPサイト

シーケンス領域

制限酵素認識サイト

図 1. RADseq の模式図 

図 2. 電子線プローブマイクロアナライザ(EPMA)とレーザー 
アブレーション誘導結合プラズマ質量分析装置（LA-ICP-MS） 
によるニホンウナギ耳石の Sr/Ca プロファイル比較例。 
横軸は耳石エルバーマークからの各測点，縦軸は対応する測定値 
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図 3. 環境水の酸素同位体比と塩分の関係 
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図 4. 電子線プローブマイクロアナライザ(EPMA) による 
ニホンウナギの個体ごとの耳石 Sr/Ca プロファイル。 
横軸は耳石エルバーマークからの各測点，縦軸は対応する 
供試個体 
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図 5. 電子線プローブマイクロアナライザ(EPMA) による 
ニホンウナギ(Y2ーS2)の個体平均耳石Sr/Ca比の頻度分布。 

図 6. 個体平均 Sr/Ca 比ごとの定着型の性比 
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図 7. 生活史型ごとのニホンウナギの個体平均耳石 Sr/Ca

比と筋肉炭素同位体比・窒素同位体比の関係。 
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図 8. 各 SNP サイトの重要度（上位 50 個） 
縦軸 SNP ID；横軸 重要度。重要度 0.1 を閾値として、 
赤で示した 44 個を選択した。 
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図 9. ベイジアンクラスタリングによる各個体のグループ分け 
青：Group 1、赤：Group 2  
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表 1. 黄ウナギ期(Y1-Y2)におけるニホンウナギの生物学的特性の事業間比較 

（数値は平均値．*青森県の標識再捕個体を含む） 

表 2. 各集団サンプルの SNP 多型

性 川ウナギ 海ウナギ
N 42 32
SNPサイト数 32,106 32,106
アリル数/サイト 2 2
ヘテロ接合体率（観察値） 0.282(±0.127) 0.279(±0.132)
ヘテロ接合体率（期待値） 0.311(±0.127) 0.308(±0.129)
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表 3. 選択した SNP サイトのゲノムポジションに基づく遺伝子情報 
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表 3. つづき 




