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はじめに 
砂防事業を進めるにあたり環境保全の対象として挙

がる機会が多いイワナは、輸送が容易な種苗放流技術が

確立した 1970 年頃から各地の渓流へ盛んに放流が行わ

れた。その結果、過去から各渓流に生息する天然イワナ

（以下「在来個体群」と呼ぶ）との交雑が進み、多くの

在来個体群が消失している＊1。これを受け、現在イワナ

の保全にあたっては、種レベルだけでなく種内多様性の

指標となる在来個体群の保全が念頭に置かれている＊2。 

イワナの在来個体群の判定技術の推移 
イワナが在来個体群か交雑個体群かの判定は、形態か

らでは困難であるとされている。よって現在までに以下

の方法にて在来個体群の判定・管理が行われてきた。 

2-1．聞き取り調査による生息分布域の推定 

 渓流の流路を、滝や治山堰堤等のイワナの移動を阻害

するもので分割し、その区間及びその上流でのイワナの

放流履歴の有無で判定する方法＊3である。 

2-2．遺伝子解析による識別法 

イワナの体組織を採取し、ミトコンドリア DNA の

cytochrome b 領域を対象として 557 塩基対の配列パタ

ーン（以下、ハプロタイプと呼ぶ）を解読することによ

り判定する＊4。現在では当該方法が普及している。 

ところで近年、水中を漂う生物の組織片から DNA を

抽出して解析を行う「環境 DNA」と呼ばれる技術が発

達し、種の判定に活用されるようになってきた。 

本稿では、環境 DNA 解析によりイワナのハプロタイ

プの判定を試行した結果を報告する。 

方法 
3-1．調査水域 

岐阜県北部を流れる高原川

流域の小渓流のうち、分断され

た最上流端の区間を対象とし

た。なおイワナ在来個体群保全

の観点から具体的な地名など

は伏す。 

なお調査水域では平成 30年 

の夏に 5個体のイワナから採取 

した体組織にてハプロタイプの 

判定が行われ、5個体とも当該 

地方を含む北陸地方にて自然分布が知られている、Hap-

14と呼ばれるタイプであることが判明している。 
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3-2．環境 DNA解析用検体の採集方法 

採集法は、今後の汎用性を視野に入れて可能な限り簡

便な方法を試みた。 

調査水域の下流端及び中間部にて、環境 DNA 分析用

の試料水を 2リットル採水した。採水容器は未開封の市

販ミネラルウォーターのペットボトルとした。これを現

場で採水する際に開封し、内容物（水）を空けたうえで

ペットボトルの口を上流側に向けた状態で流水に浸け、

採水者自身の組織片の混入を防止しつつ採水した。採水

後はベンザルコニウム塩化物液を 10ml 添加し、常温に

て分析室に輸送した。 

 

 

 

 

 

 

 

3-2．解析方法 

サンプル水 1L をグラスフィルター(Whatman GF/F)

でろ過し、市販キットを用いて DNA を抽出した 

(DNeasy Blood and Tissue Kit : QIAGEN社)＊6。得ら

れた DNAを用いてライブラリ調整を行い(16反復)、シ

ーケンシングを行った (MiSeq Reagent Kit v3 600 

cycles, MiSeq : Illumina社)。次いで QIIME2を用い、

得られた DNA 配列からシーケンシングエラーとプライ

マー配列の除去、ペア配列の結合、クラスタリング解析

(OTU 解析)を行った。OTU 解析で得られた代表配列を
図-1 調査水域 

左／エレクトリックフィッシャーを用いたイワナ採捕状況。 
右／採捕したイワナの脂鰭から 2mm四方程度の組織を採取して無水

エタノール中に液浸し、DNA 解析用の検体とする。 

図-2 DNA解析用の検体採集状況 

図-3 環境 DNA解析用の検体採集状況 
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用いてデータベースとの照合を行い、サンプル中のハプ

ロ タ イ プ を 推 定 し た (http://gedimap.zool.kyoto-

u.ac.jp/)。 

結果 
NGS解析で得られた 75,738リードの塩基配列データ

を数学的にクラスタリングし、一定以上の類似性を持つ

配列同士をまとめた結果、64個の塩基配列データに収束

された。これをハプロタイプデータベースと照合したと

ころ、63 個が Hap-14 に、1 つが Hap-15 に合致した。 

但しHap-15に割り当てられたデータはリード数が少

なく(全体の 0.19%)、Hap-14とHap-15の両方の特徴を

有していた。このことから、Hap-15 のデータは前処理

時に偶発的に発生したエラーであり信頼性が無いと考

えた。よって解析の結果は全てHap-14と照合されたと

判断した。 

考察 
5-1．環境 DNAによるハプロタイプ判定の妥当性と課題 

環境 DNA によるハプロタイプ判定の結果、体組織に

よる判定結果と同様にHap-14のみと判定され、本技術

の有効性を一定程度確認することができたと考える。た

だし、前処理時のエラーなどから異なるハプロタイプと

判定される（偽陽性）事例がある等、より確実なハプロ

タイプ判定法の開発が課題として残されている。 

5-2．環境保全の現場での適用性 

本事例を踏まえ、砂防事業に関係する実務者がイワナ

の在来個体群判定を行う際の適用性について、個体の採

捕による方法と比較した際の環境 DNA による方法の長

所・短所を整理し、現場での具体的な適用法を考察した。 

(1)環境 DNAによるハプロタイプ判定の長所 

①採捕にかかる手間（特別採捕許可証の取得や現場採

捕の機材算段等）が少なく、試料採集が簡便である。 

②採捕や体組織の切断を要さないため、イワナの個体

を痛めない。これは対象水域に生息するイワナの個

体数が少ない場合は特に重要だと思われる。 

③調査時期を選ばない。個体の採捕は産卵が迫る秋季

を避けることが望まれるため秋季には採捕しづらい

が、本手法は採水のみで済むため周年に渡り試料採

集が可能である。 

④適切な採水法・量により多数の個体の組織片が採集

できた場合、少数の採捕による判定と比較して、結果

が偶然性に左右されにくく（存在数が少ないハプロ

タイプの検出を逃しにくい）、個体群の性質をより正

確に判断出来る可能性がある。ただしこの長所を確

実なものとするためには更なる研究が待たれる。 

(2) 環境 DNAによるハプロタイプ判定の短所 

①既知のハプロタイプデータベースと照合するため、

未知のハプロタイプについては検出が困難である(デ

ータベースが更新された後の再解析は可能である)。 

②隔離され遺伝的多様性が低下した小個体群にみられ

る奇形個体＊5 の有無等、実際の個体の特徴を把握で

きない。 

③現時点では、一度に解読できる配列長の制限から、

Yamamoto et al.,2004＊4にて判定に用いているDNA

配列のうち Hap-7と Hap-10の識別領域が読み取れ

ない。よって両者の区別をつける必要がある場合に

は改めて当該領域を解析する必要がある。なお本件

については今後改良を行っていく予定である。 

(3)現場での具体的な適用法について 

当該技術は発展途上であり、本手法のみで在来個体群

生息水域を確定的に判断することは尚早と思われる。 

ただし、以下の手順で在来個体群生息水域判定の効率

化を図ることは可能であろう。 

①概査として手軽に環境DNAによる判定を行う。 

②種苗放流が疑われるハプロタイプが検出されず、在

来個体群生息水域である可能性が示唆された場合に

採捕調査に進み、奇形の確認・ハプロタイプの判定・

マイクロサテライト DNA による遺伝的多様性の分

析等の在来個体群保全に向けた取組みを行う。 
 

これにより、現場の労力やコスト、イワナ個体群への

調査圧による影響の低減が期待される。よって積極的な

試行を通じて課題を明らかとし、引き続き技術開発に取

組み、適用範囲を広げていくことが望ましい。 
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