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旨

環境DNA調査は現場での作業量が少なく，生息環境の撹乱を起こさないことなどから有用な生物調査方法であると期待
されている。そこで，昨年度実施した相模川水系でのサンショウウオ類の捕獲調査と環境DNA調査の同時実施に引き続き，
酒匂川水系でも同様の調査を行うとともに，採水時刻による環境DNA濃度の変動や環境DNAの検出可能距離に関する調査を
実施した。その結果，相模川水系での調査と同様，捕獲調査と環境DNA調査の両者でサンショウウオ類が確認された地点
が多く，環境DNA調査の補完調査としての有用性が確認された。また，環境DNA濃度は，採水時刻よりも種のライフサイク
ルの影響をより大きく受ける可能性が考えられた。

1．はじめに

種が分布していることが明らかとなっている。また，丹

神奈川県を流れる相模川及び酒匂川の2つの水系は，県

沢山地と箱根山地のサンショウウオ類の生息状況の比較

内の水道水の約9割を賄っており，県民の重要な水源とな

も行われ2)，丹沢山地のシカの食害による森林荒廃がサン

っている。しかし，両水系の現状を見ると，ダム湖上流

ショウウオ類の生息環境に悪影響を与えている可能性が

の森林荒廃による水源涵養機能の低下や生活排水対策の

指摘されており2)，前述のモニタリング調査においても，

遅れによるダム湖(特に相模湖)の水質汚濁，また，中下

森林整備による下層植生の回復等とサンショウウオ類の

流においては河川の護岸コンクリート化による自然浄化

生息域の変化の関係について検証を行っているところで

機能の低下（水や土砂の自然な流れの阻害）が懸念され

ある。

ている。

一方，水中に生息するマクロ生物(本稿においては，微

このため神奈川県では，相模川及び酒匂川の上流域に

生物ではなく目に見える大きさの生物を意味する)の調

おいて，水源涵養機能の向上を図るための森林の整備や

査方法については，従来実施されてきた捕獲等による調

水質向上のための生活排水対策の事業等に取り組んでい

査の他に，近年環境中に存在するDNA，いわゆる環境DNA

る。その効果を把握する目的で，サンショウウオ類を含

を用いた調査手法が注目されている。この調査手法は，

む動植物や水質に関するモニタリング調査を，相模川で

河川や湖沼等で採取した水に存在するマクロ生物の糞や

は2008-09年から，酒匂川では2009-10年から5年間隔で実

粘液に由来する生体外DNAを適切な手法でろ過・抽出・分

施している。

析することで，間接的に当該マクロ生物の存在を把握す

相模川及び酒匂川におけるサンショウウオ類に関する

る手法であり，従来の捕獲による調査に比べ，現場での

先行調査としては，丹沢山地の全域の沢について1993年

作業時間やコストの軽減，生息環境の撹乱の防止などの

から1995年にかけて行われた丹沢大山自然環境総合調査

点で多くのメリットがある3)。

1)

とその約10年後の2004年から2006年にかけて行われた
2)

環境DNAによるマクロ生物の生体外DNAの存在を初めて

丹沢大山総合調査 がある。両調査によって，丹沢山地で

報告したのは，2008年に報告されたフランスの研究であ

はハコネサンショウウオ(Onychodactylus japonicus)及

り4)，その後，国内外で様々な研究が行われ，環境DNAに

びヒガシヒダサンショウウオ(Hynobius fossigenus)の2

関する研究が急速に発展している状況である。

＊
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前述のモニタリング調査において行っているサンショ
ウウオ類調査では，従来から手網又は手取りによる捕獲
調査を実施しているが，生息域の撹乱を引き起こす懸念

サンショウウオ調査地域

があるため，昨年度の相模川における調査時には，捕獲
調査と同時に，環境DNA調査の導入を目的とした試行的な
調査として環境DNA調査も実施した5)。
本研究では，相模川水系での調査に引き続き酒匂川水
系源流域に生息するサンショウウオ類について，従来実
施してきた捕獲調査と環境DNA調査の比較を行い，捕獲調
査の代替や補完の可能性について評価を行うとともに，
採水時刻による環境DNA濃度の変動や環境DNAの検出可能
距離についての調査も行った。
なお，調査地点の詳細については，サンショウウオ類
の保護の観点から先行調査においても沢名又は水系名ま
での公表に留めており，本研究においても神奈川県のレ
ッドデータブック掲載種の保護の観点から，同様に詳細
な沢名までは公表しないこととした。

図1 酒匂川の同時調査地域図
確な位置を表示していない。
2009年及び2014年調査は捕獲調査のみ，2019年は環境
DNA調査と捕獲調査を実施した。
2009年及び2014年は，8月に表1に示す酒匂川水系の25
地点で，2019年8月は20地点(崩落によりSt.8,9,10,11,12

2．調査方法
2.1 調査対象種

については調査不可のため)で捕獲調査を実施した。

調査対象種は，丹沢山地に生息が確認されているハコ

捕獲調査の直前に河川水の採水を実施した。

また，2019年の調査時には，環境DNA分析用試料として

ネサンショウウオ及びヒガシヒダサンショウウオの2種

2.2.2 採水時刻による環境DNA濃度の変動調査

とした。
ハコネサンショウウオは渓流性のサンショウウオであ

環境DNAは生物から排出さ

り，成体は沢沿いの林床落ち葉や倒木の下，岩陰などに

れる糞や脱落した細胞，粘液,

調査地点

水系名

生息している。神奈川県内では小田原市，箱根町，丹沢

配偶子等を由来とすると考え

St.1

白石沢A沢

山地の塔ノ岳，丹沢山，蛭ヶ岳，檜洞丸，大室山を囲む

られており7)，対象の生物が活

St.2

用木沢

動的に行動する時間帯におい

St.3

東沢A沢

て多くの環境DNAが検出され

St.4

東沢B沢

St.5

東沢C沢

沢に分布している。
ヒガシヒダサンショウウオも渓流性のサンショウウオ
であるが，成体は山地のブナ帯の沢の流域に生息し，林

ることが想定される。そこで

床の落ち葉や岩の下で生活し，小動物を捕食する。神奈

過去の酒匂川の調査から，ハ

川県内では丹沢山地の塔ノ岳，丹沢山，蛭ヶ岳，檜洞丸

表1 調査地点一覧

St.6

西沢

St.7

大滝沢

コネサンショウウオ及びヒガ

St.8

玄倉川A沢

を囲む限られた地域に隔離された状態で分布している。

シヒダサンショウウオの両方

St.9

玄倉川B沢

なお，
ヒガシヒダサンショウウオは2018年に新種記載さ

が生息している地点として図

St.10

玄倉川C沢

れた種であるため6)，過去の調査結果や文献との比較の際

2の丹沢湖上流河内川のSt.3

St.11

玄倉川D沢

東沢A沢を調査地点に選定し，

St.12

玄倉川E沢

St.13

玄倉川F沢

St.14

大棚沢A沢

St.15

大棚沢B沢

は，ヒダサンショウウオに該当するものとして整理した。
いずれの種も，神奈川県のレッドデータブックに掲載

2019年6月20日午後12時から

されており，ハコネサンショウウオは準絶滅危惧種，ヒ

河川水の採水を開始し，その

ガシヒダサンショウウオは絶滅危惧Ⅱ類に該当する。ま

後3時間ごとに採水を実施し，

St.16

金山沢

た，ヒガシヒダサンショウウオについては，環境省レッ

6月21日の午前9時まで計8回

St.17

水の木沢

ドリストの準絶滅危惧種に該当する。

の採水を実施した。

St.18

大又沢A沢

2.2 調査地域及び調査日時
2.2.1 捕獲と環境DNAの同時調査

2.2.3 環境DNAの検出可
能距離調査

捕獲と環境DNAの同時調査は，酒匂川の図1及び表1で示

生物から放出されたDNA断

す位置で実施した。本稿ではサンショウウオ類の保護の観

片は，河川を流下しながら拡

点から「はじめに」に記したとおり調査地点の名称及び正

散し，ある程度流下した段階
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St.19

大又沢B沢

St.20

大又沢C沢

St.21

ヘイソ沢

St.22

寄沢

St.23

勘七沢

St.24

槍沢

St.25

梶ヶ沢
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東沢

丹沢湖

で検出下限値

を確認する方法(①

以下の濃度と

-1)，そして2つ目がリ

なると推定さ

アルタイムPCRを用い

抽

れる。環境DNA

て経時的にDNAの増幅

出

の検出を生物

を測定する方法(①

工

の生息情報と

-2)である。①-2は従

程

結び付けるに

来のPCRと電気泳動を

は，生物から

用いた方法に比べ，検

放出された

出感度，種特異性，定

DNA 断 片 が ど

量性の面で優位とさ

の程度下流ま

れている8,9,10)。

で検出される

さらに, リアルタ

のかを調査す

イムPCRは蛍光物質を

る必要がある。

用いてDNAの増幅を経

そのため，

時的に測定するが，そ

水分の除去

DNA抽 出

DNA抽 出 液 の 回 収

精
製

精製

工
程

図4

DNAの抽出・精製工程

過去の酒匂川

の手法は主に2つあり，それぞれ，低コストで簡便ではあ

の調査からハ

るが，特異性は劣るインターカレーション法(①-2-a)及

コネサンショ

びプローブと呼ばれる標的配列に特異的に結合するオリ

ウウオが確認

ゴヌクレオチドの設計が必要であるが特異性に優れるハ

されておらず，事前の環境DNA調査においてもDNA不検出

イブリダイゼーション法(①-2-b)である。なお，一般社

が確認された西沢を調査地点に設定し，2019年8月28日に，

団法人環境DNA学会の環境DNA調査・分析マニュアルでは，

図3のとおり15匹のハコネサンショウウオの幼生を入れ

ハイブリダイゼーション法が記載されている11)。

図2 環境DNA濃度の変動調査地域図

た籠の直下，100m下流，200m下流，300m下流，400m下流
の計5地点で30分ごとに採水を3回実施した。
調査に用いたハコネサンショウウオはいずれも体長3
㎝程度の幼生であった。

本研究では，既報の調査11)と同様に, 特異性の高い分析
手法である①-2-b，つまり種特異的なプライマー及びプ
ローブを用いたリアルタイムPCRによるハイブリダイゼ
ーション法で分析を行った。

2.3 環境DNA分析

2.3.1 採水及びろ過

環境DNAの分析方法は，大きく2つの方法に大別される。

採水容器は，2.2.1の調査では新品の滅菌済み1L容ポリ

1つ目が種特異的なプライマーを用いて，ポリメラーゼ連

プロピレン製広口びんを使用し，2.2.2及び2.2.3の調査

鎖反応(polymerase chain

では，新品の滅菌済み2L容ポリプロピレン製広口びんを

reaction:PCR)により，対象

種のDNAのみを増幅して存在を確認する方法(①)であり，

使用した。2.2.1の調査では調査地点に複数の沢が存在す

2つ目がユニバーサルプライマーを用いて分類群に属す

る場合があり，その際は各沢において等量ずつ採水し，

る種のDNAをまとめて増幅し，次世代シーケンサーを用い

調査地点毎に合計で1Lとなるように混合した。採水後に

てそれらの塩基

DNAの分解を抑制するため，塩化ベンザルコニウムを終濃

配列を網羅的に

度0.01%となるように添加した12)。試料は冷蔵で実験室ま

読み取り，既存

で輸送し，実験室内においてカートリッジ型のステリベ

のデータベース

クスフィルター(Merck Millipore社製 Sterivex-HV，口

と照合して複数

径0.45μm)を使用し，ろ過を行った。このとき，ろ過ポ

の種の存在を一

ンプ及び廃液タンク等を除き，コンタミネーション防止

度に確認する方

のため，試料に直接触れる部分はすべて使い捨てタイプ

法(②)である。

の器具を使用した。また，サンプルと同じポリ容器にDNA

① は 主 に 2つ に

を全く含まない超純水を2L入れたものを用意し，トラベ

区分され，1つ目

ルブランクとした。トラベルブランクは，サンプルと同

が電気泳動によ

様にろ過・抽出・分析を行い，ネガティブコントロール

ハコネサンショウウオが15匹入った籠を設置
：採水地点

図3 環境DNA検出可能距離調査地点図 るバンドの有無
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2.3.2 フィルターからのDNA抽出・精製

検量線を作成した。標準曲線のR2値は0.981～0.994の範

ろ過したステリベクスフィルターからのDNA抽出・精製

囲であり，PCR効率は106.15～113.86%であった。

は Miya et al.13) の 方 法 に 従 い ， QIAGEN 社 製 の DNeasy
Blood & Tissue Kitを用いて図4の手順で行った。

分析の際は，DNA濃度がごく微量の場合に起こりやすい
偽陰性の判定を防ぐため，1検体につき4連反復した。環

始めにフィルターに残った水分を遠心分離により除去

境DNAの濃度は，4連反復のDNAのコピー数の平均値からサ

し，プロテナーゼK溶液，リン酸緩衝生理食塩水及び

ンプル１L中のコピー数を算出し，copies/mLに換算した。

buffer ALの混合物を入れ，56℃でロータリーシェーカー

4連反復のうち1回でもDNAの増幅が確認された場合，平均

を用いて回転した。この工程によりDNAを抽出し，遠心分

値が定量下限値未満となった場合でも「不検出」とはせ

離によりDNA抽出液を回収した。

ず，「検出」として扱った。

得られたDNA抽出液をについてプロトコールどおりに
エタノール，Buffer AW1, Buffer AW2, Buffer AEを添加

2.3.5 PCR阻害試験

し，精製を行った。

Katano et al.15)に従って，PCR阻害試験を実施した。
その際，スパイクするDNAには，河川中で検出される可能

2.3.3 プライマー及びプローブの設計

性のない海外産海水魚の人工合成DNAを使用した。

ハコネサンショウウオ及びヒガシヒダサンショウウオ
11)

⊿Ct(=Ctpositive

-Ctsample)が3以上となった場合には，

control

のプライマー及びプローブは既報の配列 と同様とし，

PCR阻害があったと判断した。ここで，Ctpositive controlは超

表2のとおりとした。

純水中に，Ctsampleは試料中に海外産海水魚の人工合成DNA
と対応するプライマー及びプローブを入れてリアルタイ

2.3.4 リアルタイムPCR定量分析

ムPCRで分析した時のCt値(増幅産物がある一定量に達し

本研究では，捕獲調査で確認されたサンショウウオ類

たときのPCRサイクル数)を示す。

の数と環境DNA濃度の相関を検証するため定量PCR法によ
り分析を行った。定量PCR法は，サンプル中に含まれてい

2.4 捕獲調査

るターゲット種のDNA濃度を測定する方法であり，本法に

捕獲調査は河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル

より検出された環境DNA濃度は，採水地点におけるターゲ

[河川版]に準拠し，礫の下や淵等を手網もしくは手取り

ット種の生物量と強い正の関係性があることが報告され

で行い，調査時間は，原則として1地点あたり1人×2時間

14)

ている 。

(もしくは2人×1時間)とした。

抽出・精製したDNA溶液を鋳型とし，種特異的なプライ
マー及びプローブを用いて，リアルタイムPCRシステム
（ThermoFisher社製 QuantStudio3）による定量PCR分析
を行った。PCR溶液にはそれぞれ900nMのプライマー、25
0nMのTaqManプローブ、2×TaqPath qPCR Master Mix (A
pplied Biosystems社)、2μLのサンプルDNAを加え、合計

3．結果
3.1 捕獲と環境DNAの同時調査
各調査年で捕獲されたサンショウウオの数及び環境
DNAの分析結果は表3のとおりであった。
捕獲調査では，ハコネサンショウウオは2009年に7地点，

で10μLとした。PCRの条件は、50℃で2分、95℃で20秒の

2014年に9地点，2019年に7地点で確認され，ヒダサンシ

後、95℃で1秒、60℃で20秒のサイクルを55サイクル行っ

ョウウオは2009年に2地点，2014年に2地点，2019年に2

た。また，標準試料として調査対象種それぞれの塩基配

地点で確認された。

列を人工的に合成したDNAを使用し，10000コピー，1000

環境DNA調査では，ハコネサンショウウオの環境DNAが

コピー，100コピー，10コピー，1コピーの測定結果から，
表2 サンショウウオ類のプライマー及びプローブ
プライマー及びプローブ

種
ヒガシヒダサンショウウオ

ハコネサンショウウオ

フォワードプライマー

5'-CCCCCTCCAATCTTTCATCACTA-3'

リバースプライマー

5'-GGATGAGAAGGCTGAGGATG-3’

プローブ

5’-[FAM]-TGCCTAATTGTACAAATTATTACA-[MGB]-3’

フォワードプライマー

5'-TACTTGAAACCACGACCGCT-3'

リバースプライマー

5'-CGCCAAAGTCCTTGAGTTTT-3'

プローブ

5'-[FAM]-TCCGCCAGATTACTACG-[MGB]-3'

注) 表中のA,T,G,Cは, 塩基の種類，[FAM]は蛍光物質の種類，[MGB]はTm EnhancerであるMGB(Minor Groove Binder)を表す。

〔 全国環境研会誌 〕Vol.45

No.1（2020）
41

＜報文＞

サンショウウオ類分布調査における環境DNA活用のための基礎的検討
42

表3 捕獲調査と環境DNA調査の結果
種名

ヒガシヒダサンショウウオ
ハコネサンショウウオ
捕獲調査(調査年)
eDNA(2019)
捕獲調査(調査年)
eDNA(2019)
調査地点
水系名
2009 2014 2019 (copies/mL) 2009
2014
2019 (copies/mL)
St.1
白石沢A沢
31
21
43
検出
St.2
用木沢
1
20
0.82
St.3
東沢A沢
3
5
12
3
2
0.30
St.4
東沢B沢
2
6
2
2
St.5
東沢C沢
30
30
23
検出
St.6
西沢
St.7
大滝沢
St.8
玄倉川A沢
20
23
St.9
玄倉川B沢
34
48
St.10 玄倉川C沢
St.11 玄倉川D沢
5
2
17
26
地 St.12 玄倉川E沢
点 St.13 玄倉川F沢
番 St.14 大棚沢A沢
号 St.15 大棚沢B沢
St.16
金山沢
St.17
水の木沢
St.18 大又沢A沢
12
13
2
0.06
St.19 大又沢B沢
St.20 大又沢C沢
St.21
ヘイソ沢
St.22
寄沢
1
検出
St.23
勘七沢
St.24
槍沢
St.25
梶ヶ沢
検出
確認地点数
2地点 2地点 2地点
0地点
7地点 9地点 7地点
7地点
注1) 捕獲調査の数字は個体数
注2) 環境DNAの分析は地点毎に4反復で行い、4回の平均値を記載。
注3) 定量下限値は0.05copies/mL(1copy/2μL)。4回のうち1回でもDNAが検出されたもののうち、平均
値が定量下限値未満の場合は｢検出｣とした。
注4) 環境DNAの確認地点数については、｢検出｣も含めた。
注5) 表中の「-」は未検出及び未確認を示す。
注6) 表中の網掛け部分は調査未実施を示す。

ンショウウオの環境DNA濃度は0.30copies/mLであった
が，今回の調査では，いずれの時間帯においても10倍以
上の濃度で検出された。また，夜活発に活動する性質か
ら夜間に環境DNA濃度が高まると予想していたが，結果
からはそのような傾向はみられなかった。
ヒガシヒダサンショウウオについては当該地点での
捕獲調査の結果からは6倍の個体数が確認されたが，環
境DNAの濃度は低く，定量下限値以上となる時刻はなか
った。

3.3 環境DNAの検出可能距離調査
ハコネサンショウウオが入った籠の直下を含め，すべ
ての地点で不検出となった。

3.4 PCR阻害試験
PCR阻害試験の結果，⊿Ctが3以上となった地点はなか
ったことから，いずれの地点においても定量PCRの結果に

7地点で検出され，平均値が定量下限値未満となったのが
4点，定量下限値以上となった地点の平均濃度は0.06～
0.82copies/mLであった。ヒガシヒダサンショウウオは全
地点で不検出であった。また，トラベルブランクからは
両種のサンショウウオのDNAは検出されなかった。
2019年調査におけるハコネサンショウウオの捕獲調
査による確認と環境DNA調査による検出(以下，共に「生
息確認」という。)の状況を比較すると，前者は7地点，
後者は7地点で生息確認した。いずれかの手法で生息確
認した地点は8地点であり，両手法で生息確認した地点
は6地点(75%)，環境DNA調査のみの地点が1地点(12.5%)，
捕獲調査のみの地点が1地点(12.5%)であった。

影響を及ぼす阻害物質はなかったと判断した。

4. 考察
4.1 捕獲と環境DNAの同時調査について
捕獲調査と環境DNA調査の同時調査の結果から，ハコネ
サンショウウオでは両手法で確認された地点が6地点と
いずれかの手法のみで確認された地点よりも多く，また
捕獲調査では確認されなかった地点について，環境DNA
が検出された地点もあることから，相模川での調査結果
と同様ハコネサンショウウオの生息状況の調査におい
て，捕獲調査を補完する手法としては有用であると考え
られた。
捕獲調査のみで確認された地点については，生息する

3.2 採水時刻による環境DNA濃度の変動調査
採水時刻ごとの環境DNA濃度の平均値を図5に示す。ヒ
ガシヒダサンショウウオについては検出されたすべて
の時刻で定量下限値未満となったため，検出された時刻

個体数が少ないことが環境DNAが不検出となった原因の
一つと考えられたが，多くのハコネサンショウウオが捕
獲されたSt.1においても，DNA濃度が定量下限値未満と
なるなど，必ずしも個体数とDNA濃度に正の相関がある
わけではなかった。これについても相模川での調査結果

は「*」を表示した。
捕獲と環境DNAの同時調査では，当該地点のハコネサ

と同様の傾向を示しており，流水環境においてDNA濃度
から生物量を予測するには，当該水域の流速・流量等の

copies/mL

*

河川の物理的な情報に加えて，調査対象種の環境DNAの放
ヒガシヒダサンショウウオ検出

出形態に関する情報等をより詳細に検討する必要がある
と考えられた。
一方でヒガシヒダサンショウウオについては，2地点
で捕獲されたものの，いずれも環境DNAは不検出となっ
た。St.3については12個体と比較的数多く捕獲されてい
るにもかかわらず，環境DNAが検出されなかったことか

*

ら，種による環境DNA放出量の違い等についても検討す

*

*

る必要があると考えられた。

図5 採水時刻による環境DNA濃度の変動
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4.2 採水時刻による環境DNA濃度の変動調査及
び環境DNAの検出可能距離調査について

て代替手法として利用するには課題が残る結果となっ
た。

採水時刻による環境DNA濃度の変動調査はSt.3で実

これらの課題については，ハコネサンショウウオの

施したが，捕獲調査と環境DNAの同時調査では検出され

繁殖期に採水した結果が繁殖期終盤の10倍の濃度にな

なかったヒガシヒダサンショウウオの環境DNAが定量

るなど，種のライフサイクルを考慮したサンプリング

下限値未満であったが増幅が確認された。この要因の

計画を立てることで検出率を大幅に高めることができ

一つとして，同時調査が採水量1Lであったのに対し，

る可能性が見いだされた。

この調査では2Lの採水を行ったことが検出率を向上さ

今後は，特定の調査地点で高頻度調査を実施するこ

せたと考えられたが，検出数は8検体中3検体であり，

とにより，サンショウウオ類の生息状況を的確に把握

検出率としては依然として低い結果となった。

するためのサンプリング手法構築につなげていきたい。

一方でハコネサンショウウオについては，同時調査
に比べて10倍以上の環境DNA濃度が検出された。この要
因としては，一般的にハコネサンショウウオの繁殖期
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