
事業概要 
１．事業の位置づけ 
平成 24 年 3 月、水産庁において学識経験者等が参集し、「シラスウナギ対策会議」が開催され、

シラスウナギ資源の現状、人工種苗生産技術開発の将来展望、資源保護と管理に向けた取り組みに

ついて議論された。本対策会議および近年のシラスウナギ来遊量の歴史的低水準を踏まえ、水産庁

は平成 24 年 6 月公表の「ウナギ緊急対策について」において、今後もウナギを安定供給できるよう、

ウナギ養殖業者向け支援やウナギ資源の管理・保護等を柱とする緊急対策を行うこととした。その

対策の一環として、水産庁は新規に鰻供給安定化事業を平成 25 年度から開始した。鰻供給安定化事

業は、本事業である「遺伝情報を活用した鰻資源管理育種等技術開発事業」、「鰻生息状況等緊急調

査事業」及び「異種鰻育成手法緊急開発事業」の３事業で構成されており、一体となってウナギの

供給安定化に向けた施策立案のための科学的調査を行うことになった。 
本事業では、（１）ニホンウナギの集団構造の把握と系群判別技術の開発、（２）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、（３）飼育水を用いた異種ウナギ

混入判別技術の開発、の３つの調査課題及び（４）検討委員会の設置・運営により、ニホンウナギ

の系群構造・分布状況の把握、人工種苗量産化、輸入シラスウナギにおける異種ウナギ混在防止に

資するため、遺伝情報を活用し、系群判別や養殖に適したウナギの選別、異種ウナギ混在判別の技

術開発を行う。 
 
２．課題構成、計画概要と担当機関 
 本事業では以下の 3 課題を実施する。 
（１）ニホンウナギの集団構造の把握と系群判別技術の開発では、ニホンウナギのゲノム情報を整

備して活用し、ニホンウナギの分布域から得られるシラスウナギを用いて集団構造の分析を行い、

系群判別に利用可能なマーカーの開発を行う。 
（２）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では、

人工種苗生産技術開発の加速と養殖生産の向上に有用な形質を有する親魚の選別技術の開発を行う。

これらの課題は、先行研究が少数の DNA マーカーの利用にとどまっていたのに対し、次世代シー

ケンサーを活用した大容量データを利用する。 
（３）飼育水を用いた異種ウナギ混入判別技術の開発では、シラスウナギの輸入あるいは移送時の

飼育水を用いた異種ウナギ混入判別技術の開発を行う。先行研究では対象魚の組織片を個体別に種

判別する技術がほとんどであったが、本課題では多数の個体が収容された飼育水からシラスウナギ

および異種ウナギの種判別を行う。 
 
26 年度 課題、担当機関一覧 
（１）ニホンウナギの集団構造の把握と系群判別技術の開発 

ニホンウナギの系群判別を可能にするDNAマーカーを探索するため、黒潮等の海流を考慮し

て、平成25年度に収集した遡上シラスウナギの地域集団について、補完的な収集をするととも

に、地域集団サンプルの網羅的なDNA塩基配列情報を取得する。 
 

担当試験研究機関 担 当 内 容 

水産総合研究センター 
（中央水産研究所） 

・ 分布域を広くカバーする前記の集団について、多数の個体でゲノ

ムを広く、薄くカバーする DNA 配列情報を取得する。 

東京大学大学院農学生命科学

研究科 
北里大学 
（海洋生命科学部） 

・ 黄ウナギと海ウナギの各15～20個体について、次世代シーケンサ

ーを用いてゲノム全体をカバーするDNA配列情報を取得する。 

東京医科大学 
北里大学 
（海洋生命科学部） 

・ 季節来遊群間の相違を調査するため、相模川から 2013 年級に属し、

接岸時期の晩期に来遊するシラスウナギを 50 個体程度採集する。

採集個体について生物測定と日齢査定を行う。 
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マリノフォーラム21 
水産総合研究センター 
（増養殖研究所） 

・ 平成 25 年度に採集した日本国内河川の 2013 年級シラスウナギに

ついて、必要に応じて補完的な採集を行う。また、黄ウナギと海

ウナギ間の遺伝的マーカー探索のため、未成魚各 20 個体程度採集

する。 
・ 平成 25 年度に採集した 2013 年級シラスウナギのうち、250 個体以

上について日齢査定を行う。 
・ 中国、韓国の河川からの2014年級シラスウナギの採集を試みる。 

 
（２）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 

次世代シーケンサー[2]等を活用し、ニホンウナギのゲノム[1]全体をカバーする塩基配列情報

を整備する。選別マーカーとなる形質に関連する遺伝子を引き続き網羅的に探索するとともに、

選別方法の開発に着手する。 
 

担当試験研究機関 担 当 内 容 

水産総合研究センター 
（中央水産研究所） 

・ 増養殖研究所で飼育しているニホンウナギ完全養殖個体のゲノ

ムを解読し、ドラフトゲノム情報を整備する。 
・ 前記目的のため、ロシュ 454 型および Illumina Ga2 型を用い、

平成 25 年度に生成したゲノム配列断片を連結し、遺伝子領域等

の予測に利用可能なドラフトゲノム[1]配列を生成する。 
・ ゲノム情報整備のため、コンピュータによるゲノム配列の再構

成と遺伝子領域等の予測を行う。 
水産総合研究センター 
（増養殖研究所） 
（中央水産研究所） 

・ ウナギ養殖において飼育環境への順応性の指標となる、コルチ

ゾルなどストレスに反応して変動する生理的指標の定量解析手

法を開発する。 
・ 遺伝子発現パターンの解析に用いる核酸試料を調製し、次世代

シーケンサーによる発現遺伝子の網羅的解析を行う。 
 
（３）飼育水を用いた異種ウナギ混入判別技術の開発 

ウナギ科ウナギ属 19 種・亜種のサンプルを用い、定量 PCR 等の DNA 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 サンプルを調製する手法を

確立する。 
 

担当試験研究機関 担 当 内 容 

北里大学 
（海洋生命科学部） 
東京医科大学 
中央水産研究所 
 

・ 平成 25 年度に確立したウナギ科ウナギ属の 19 種・亜種の種判別

技術の精度を検証するとともに、次世代シーケンサー等を用いた

判別技術の開発を行う。DNA サンプルを調整する手法を確立する。 
・ 種判別手法の検証のため、輸入シラスウナギ種苗を導入した養鰻

場等からサンプルを入手し、異種ウナギの混入の有無および混入

している場合にはその種を DNA 技術により同定する。 
マリノフォーラム21 ・フィリピン及びインドネシアにおいて、政府関係機関等からの協力

を得て、ウナギ類のサンプリング及び情報収集を行う。インドネ

シアでは太平洋側及びインド洋側の各地点からサンプリングす

る。インドネシアではインドネシア中央水産研究所が自国に生育

するウナギ類の DNA 研究を行う計画があり、それに関する情報収

集並びに養殖事情の情報収集を行う。サンプリング数は 1 種類あ

たり数個体程度を収集する。 
・ また、我が国へ輸入されるウナギ魚類については国内養鰻業者等

の協力を得て、輸入業者等からウナギ類を購入すると共に産地等

の情報収集を行う。 
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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の開発 
実施項目 １ ニホンウナギのリシーケンスと系群判別用 SNP 探索 
主担当者 浅川修一（東京大学） 
分担者 木下滋晴、五十嵐洋治（東京大学）、 

渡部終五、辻本敦美、池田大介、吉武和敏、水澤奈々美（北里大学） 
協力機関  

 
26 年度進捗状況 

 本年度は昨年度提供された相模川産 20 個体および台湾産 24 個体のシラスウナギについ

てシーケンスを完了し、系群判別用の一塩基多型(SNPs)を探索するとともに、本年度解析

対象である海産ウナギ 17 個体および淡水産ウナギ 16 個体の計 33 個体のシーケンスを完了

し、シラスウナギの解析より得られたデータと合わせて解析を進めた。 
 一方、系群判別用の SNP が検出できた際、より多数の個体に対して高深度にシーケンシ

ングを行うために、ターゲット SNPs シーケンスライブラリを設計し、その有用性を検討

した。 
 
【相模川産および台湾産シラスウナギについて】 
 昨年度塩基配列データを取得した相模川産 11 個体および台湾産 11 個体に加え、残りの

相模川産 9 個体および台湾産 13 個体の各試料より DNA ライブラリを作製した後、Illumina
社の HiSeq 2000 シーケンサーを用いてマルチプレックスシーケンスを行った。得られたリ

ード数の平均は相模川産計 20個体および台湾産計 24 個体でそれぞれ、約 1.20 億および 1.11
億リードであった。これらはオランダ・ライデン大学のニホンウナギドラフトゲノムシー

ケンス(塩基数約 1.15 Gbp)の 9.0 および 9.2 倍のカバレッジであった(表 1)。次いで得られた

塩基配列につき BWA ソフトウエアを用いてニホンウナギドラフトゲノムシーケンスにマ

ッピングした後、GATK ソフトウエアを用いて SNPs を検出したところ約 8,000 万個の SNPs
が得られた。 
  
表 1. シーケンス結果のまとめ 
サンプル 全リード数平均 全塩基数平均 平均カバレッジ 備考 
相模川 20 個体 105,339,369 10,340,696,540 9.0 – 
台湾 24 個体 97,317,950 9,397,498,974 8.2 – 
多摩川河口産 1 個体 
球磨川河口産 16 個体 

124,975,072 12,613,205,499 11.0 海産ウナギ 

土川産 13 個体 
高瀬川産 3 個体 

122,601,296 12,351,424,925 10.4 淡水産ウナギ 
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【海産ウナギおよび淡水産ウナギについて】 
 神奈川県多摩川河口産 1 個体および熊本県球磨川河口産 16 個体の海産ウナギ計 17 個体、

鹿児島県土川産 13 個体および和歌山県高瀬川産 3 個体の淡水産ウナギ計 16 個体より

DNeasy blood and tissue kit (Qiagen)を用いてゲノム DNA を抽出した。次に個体ごとに

Nextera DNA Sample Preparation Kit (Illumina)を用いて DNA ライブラリを作製した後、HiSeq 
2500 シーケンサー(illumina) による 
マルチプレックスシーケンスを行っ

た。得られたリード数の平均は海産ウ

ナギ計 17 個体および淡水産ウナギ計

16 個体でそれぞれ、約 1.2 億および

1.3 億リードであり、ニホンウナギド

ラフトゲノムの 11.0 および 10.7 倍の

カバレッジであった(表 1)。続いてシ

ラスウナギと同様に、BWA でマッピ

ングの後、GATK を用いて SNPs を検

出した。得られたデータを相模川産お

よび台湾産シラスウナギのデータと

合わせて(計 74 個体) SNPs を検出した

ところ、約 1.1 億個の SNPs が検出さ

れた。また、各 SNPs の平均リードデ

プスは平均 9.9 であった。さらに、74
個体合計のリードデプスをヒストグ

ラムで示した結果、最頻値は 650 であ

った(図 1)。 
 
【ウナギ 4 集団における集団構造解析】 
 得られた約 1.1 億個の SNPs より全個体の合計デプスが最頻値の 650 を中心に 500-800 の

範囲かつ 2 個体以上に存在する SNPs を抽出したところ、25,473,866 個の SNPs が抽出され

た。これらの SNPs 中、最も出現頻度が多いのは 74 個体中 2 個体でマイナーアリルが見ら

れる SNPs であった。なお、1 個体しか見られない SNPs の中には多数のシーケンスエラー

が含まれる可能性があるため、2 個体以上で見られた SNPs サイトに絞り解析対象とした。

さらにこれらの SNPs の中で、合計デプスが 600-700 の範囲に存在する SNPs (9,183,620 個)
に基づき Fst 値を算出したところ、相模川および台湾産間の平均 Fst 値は 0.02 であったの

に対し、海産ウナギおよび他集団間では平均 0.04 とやや高い値を示した。 
  
【ターゲット SNPs シーケンスライブラリの検討】 
 ターゲット SNPs ライブラリの作製は SeqCap EZ Developer Library（Roche NimbleGen）
を用いて行った。まず、昨年度取得した相模川産 11 個体および台湾産 11 個体の計 22 個体

の各シーケンスより同数のリード（各 78,799,976 リード）を混合し、検出された約 800 万

SNPs から無作為に 10 万個の SNPs を抽出した。続いて抽出した各 SNPs サイトを中心に前

後 50 bp の塩基配列をニホンウナギドラフトゲノムシーケンスより取得し、計 100 bp をタ

ーゲット配列として選択した。得られた配列のリファレンス配列中の位置情報に基づくプ

ローブの設計を Roche NimbleGen に依頼した。設計された 97,404 個のプローブ配列につい

て再度、ニホンウナギドラフトゲノムシーケンスをリファレンスとして Blast 検索を行った

 

図 1. マッピングされた計 74 個体の合計 Depth のヒス

トグラム。ヒストグラムの最頻値は 650 となった。 
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ところ、69,864 個のプローブがリファレンス配列にマルチヒットしないユニークな配列で

あった。 
 試料には相模川産および台湾産のシラスウナギ計 44 個体を用いた。まず、抽出した DNA
に対しそれぞれバーコード配列を付与した DNA ライブラリを作製した。次に各個体の

DNA ライブラリを等濃度混合し、マルチプレックス DNA ライブラリを得た。続いて、こ

のライブラリより SeqCap EZ Developer Libraryを用いてターゲットとなる SNPsサイトを含

む配列をプローブとハイブリダイズさせ濃縮・抽出した。得られたターゲット SNPs ライ

ブラリについて Ion Proton シーケンサー(Life Technologies)を用いてシーケンシングを行っ

た。その結果、44 個体合計で 7.5 千万リード、9.5 Gb の配列データが得られた。得られた

配列について BWA を用いて設計したユニークなプローブ配列にマッピングを行ったとこ

ろ、マッピング率は約 28%となった。続いて、マッピングされたリードから PCR 由来の重

複配列等を除去したリードについて GATK を用いて SNPs の検出を行ったところ、ターゲ

ット SNPs の 71.4%である 49,858 個の SNPs が検出された。入力したデータ量から予想され

る SNPs サイトの一個体あたりの平均デプスは約 0.19×程度であるが、これらの SNPs サイ

トにおける平均デプスは 2.5×であり、SeqCap EZ Developer Library を用いたことによる

SNPs サイトの濃縮率は最大 42.7 倍(平均 16.9 倍)であった。 
 
成果の公表（学会発表，論文等） 
 なし。 
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図 1. 本課題の年度単位タイムライン 
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図 2. シラスウナギのサンプリング地域 
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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の開発 
実 施 項 目 ２ RAD 法による SNP 探索 
主担当者 關野正志（中央水研） 
分担者 藤原篤志、安池元重、田邉晶史（中央水研） 

協力機関 北里大学、マリノフォーラム 21、増養殖研 

 
26 年度進捗状況 

1. 課題計画 
本課題では、天然ニホンウナギについて、RAD（Restriction-site Associated DNA）法によ

り得られる一塩基多型（SNP）データから、地域間遺伝的異質性の有無を検証する。全体

計画を図 1 に示す。2013 年度末から 2014 年度にかけて、MF21 と北里大学を通じ、台湾北

部（前期・後期）、台湾南部、島根、

熊本、宮崎、高知、静岡、神奈川お

よび千葉の計 9 地域から、2013 年コ

ホートの天然シラスウナギを入手し

た（図 2 および表 1；ただし台湾南

部は 2014 年コホート）。これらのサ

ンプルについて順次 DNA 抽出を行

い、昨年度に確立した方法に基づい

て RAD ライブラリーを作製し（図 3）、
超並列 DNA シーケンサーIllumina 
Genome Analyzer IIx（GAIIx）を使っ

て RAD シーケンスデータを収集し

た。 
本課題では、各地域 30 個体程度を

解析する計画である。RAD解析では，

それらの個体についてできるだけ多

くの RAD 配列（8 塩基認識制限酵素

SbfI 切断部の両側数十塩基）を読み

取り、集団解析に用いることのでき

る SNP サイトを増やすことが重要で

ある。そこで昨年度の予備試験に基

づき、個体あたり 7×106 以上の有効

シーケンスリード、すなわち個体識

別 ID配列と SbfI認識配列の双方が確

認できたリードの取得を目指した。なおニホンウナギのミトコンドリアゲノムを参照にす

ると（Inoue et al. 2001; GenBank AB038556，16,685 塩基）、本種のミトコンドリアゲノム配

列中に、後述する SbfI 認識配列は存在しない。 
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表1. シラスウナギ地域サンプルとデータ取得状況

島根　　 
差海川

宮崎 
一ツ瀬川

熊本　 
緑川

高知　 
浦戸湾

静岡　　 
浜名湖

千葉 
利根川

神奈川*1 

相模川
台湾北部*1 

宜蘭_E
台湾北部*1 

宜蘭_L
台湾南部　
屏東

入手個体数 88 101 110 103 97 144 30 20 40 50

採集時期 2014/2/27-
4/28

2013/12/30-
2014/1/1

2014/2/10, 
2/11

2014/1/24
2014/3/21-
3/24

2014/1/7 2014/5/28
2013/11/1-
11/22

2014/2/6-
2/21

2014/12/31

分析目標数 30 30 30 30 30 30 30 20 30 30

リード取得済*2 30 27 25 30 14 23 -- -- -- --

リード数レンジ (x106) 8.2-14.5 7.6-18.0 7.5-16.8 8.3-15.4 7.6-16.4 7.7-12.1 -- -- -- --

リード平均±SD（x106） 10.3±1.5 10.4±2.8 9.7±2.2 10.1±1.6 10.6±2.1 9.3±1.2 -- -- -- --

*1北里大学より;他はMF21より
*2有効リードが7.0x106以上得られた個体数

図 3. RAD ライブラリー作製フロー 
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図 4. RAD タグ決定のフローと主要な計算パラメータ 

 

 

2. 結果概要 
2-1. 進捗状況 

各地域の解析用個体は，色

素発達程度から判断された発

育ステージの若い順に選んだ。

現在までに上記目標リード数

を取得した個体数を表 1 に示

す。本課題では、解析リード

長は 70 塩基に統一している。このうち 1-6 塩基目までは SbfI 認識配列に相当するため（認

識配列 CCTGCAGG のうち TGCAGG）、残りの 64 塩基中に生じている SNPs を検出するこ

とになる。 
 
2-2.  RAD 法の集団間比較における有効性 
  これまでに目標解析個体数に達している高知と島根のサンプルについて（表 1）、ソフ

トウェア Stacks（v1.24; Catchen et al. 2011, 2013）を用いて、予備的な SNPs 探索を行うと

ともに地域間の遺伝的異質性を調べた。有効リードから SNPs を検出するためのコンピュ

ーター解析概要と主要パラメータを図 4 に示す。 

個体1

有効リード

個体内カタログ

＊4塩基までのミスマッチを許し，リードを仮分類（RADタグのカタログ化）
＊仮分類された各RADタグの最低coverage depthは4
＊分類されなかったリードは取っておく(2°リード)
＊リピート配列除去のため，リード数が極端に多いRADタグは排除
（>平均リード数+2xS.D.およびそれらと1塩基しか違わないもの）
*シーケンスエラーの最尤推定値を考慮してアリルコール
（尤度比検定，α=0.05）

領域1   領域2
RADタグ1  タグ2

2°リード

各個体それぞれでRADタグのカタログ作製

個体1カタログ 個体2カタログ 個体3カタログ

・・・・

全体のRADタグカタログ作製

＊個体間でRADタグ配列比較
＊6塩基までのミスマッチを許し，RADタグカタログの再構築

＊全体カタログ中の各RADタグにID割り当て
＊各個体のRADタグを，全体カタログ内RADタグに割り当て
＊分類されなかった2°リードの割り当て
⇨個体間で配列比較可能なRADタグが定義される

集団多型解析

・・・・

必須条件
＊各集団において75%以上の個体で利用できるRADタグのみ使用
＊2集団間で共有しているRADタグ
＊各個体・各RADタグの最低coverage depthは20（対象タグ配列が20回以上読まれている）
＊RADタグ配列中のNon-biallelicなSNPサイトは除外
＊マイナーアリル頻度（MAF）が5%以下のSNPは多型とみなさず（メジャーアリルのホモとみなす）
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ニホンウナギのドラフトゲノムに基づくと（Hankel et al. 2012）、本種のゲノムには最低

39,918 カ所の SbfI 認識部位が存在すると予想される。RAD 解析では SbfI 認識部位の両側の

配列が得られるため，少なくとも 79,836（2×39,918）の異なる RAD 領域（“RAD タグ”と
記す）が存在するはずである。各個体でこの数値に近い RAD タグ数が得られれば，以降の

解析に供するデータとして良好であると判断できる。各個体・各 RAD タグの最低 coverage 
depth を 20×以上とすると、個体によってややばらつきはあるものの、どの個体でも飽和に

近い 7×104 以上の RAD タグが得られた（図 5）。また 1×107 以上の多くの有効リードが得ら

れた個体でも、その値に大幅な増加が見られなかったことからも、得られた RAD タグ数は

飽和に近いと考えられる。 

得られた RAD タグのうち、少なくとも 1 カ所で SNP が生じており（すなわち多型情報

がある）、かつ集団サンプル間で比較可能なタグ種類数は 48,566 であった。SNP サイト数

は、高知では 83,262、島根は 84,360 と、ほぼ同程度であった。図 4 の“必須条件”に記載の

ように、マイナーアリル頻度が 5%以上の SNP サイトに絞ると、57,828 の SNP サイトが集

団間比較に利用可能で、これらは 28,605 の RAD タグ上に存在していた（平均 2.02SNPs/RAD
タグ）。集団間の遺伝的違いの尺度である AMOVA FST（Weir 1996）を求めたところ、ほと

んどのSNPサイトでFST値がゼロに近く（遺伝的異質性が認められない）、平均FST値は 0.002
と非常に低い値であった。この値は、海産魚類・無脊椎動物など、卵仔稚期に漂泳期を持

ち、地域間で遺伝的異質性が見られない生物と同程度である。その一方で高い FST 値（>0.05）
を示すサイトも存在し（図 6A）、57,828 の SNP サイトのうち約 3.7%にあたる 2,174 サイト

において有意な遺伝的異質性が検出された（多重比較有意水準調整の FDR 補正後 ; 
Benjamini and Hotchberg 1995）。またこれらの有意な遺伝的異質性を示したサイトは、

28,605RAD タグの約 6.7%に相当する 1,919 タグ上にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5. 高知・島根サンプル各個体の有効リード数と RAD タグ数 
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