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研究成果の概要（和文）：研究成果の概要（和文）：多様化する犯罪現場で動物試料の遺留物が

見つかるケースは欧米同様増加傾向にあると考えられる。そこで、動物の DNA個体識別マーカ

ー検索として、イヌ mtDNA HV1 多型解析（447 個体）ならびに 18STR 座位とアメロゲニン遺伝

子座位（市販イヌ遺伝子型判定キット使用、80個体）の解析を行い、一つのデーターセットを

提供するとともに、個体識別の可能性を明らかとした。また、マイクロアレイ解析による網羅

的 SNP 解析の結果、17000SNP 中、106191 箇所（48 個体）で多型性のある座位を同定した。網

羅的 SNP 解析に得られた候補遺伝子座の同定により SNP マーカーによる新しい DNA 個体識別技

術を確立する基盤が構築された。 

 

研究成果の概要（英文）：研究成果の概要（英文）：  Animal hair and other type of animal 

samples are often found at crime scene, and that can provide us secondary transfer from 

the criminals or victims because the common environment of dog and human. In this reason, 

DNA analysis of animal is progressing in forensic science. We here showed the one of the 

data set for dog mtDNA HV1 haplotypes and dog STR makers (18 STR loci and Amelogenin) 

because there were little information for dog DNA identification in Japan. To development 

of new method for dog DNA identification, we typed 170000 SNP in 48 dogs. Although further 

selection of informative SNP need to development of DNA identification, we proposed here 

the possibility of DNA identification by SNP analysis in dogs. 
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科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 
１．研究開始当初の背景 

 

犯罪が年々複雑している現在において物

体検査や個人識別などの法科学的解析は、犯

罪捜査の鑑定項目として重要であることか

ら、その分析技術は常に社会変化に対応し向

上する必要がある。欧米では、すでに法医学

者、FBI、動物遺伝学者からなる動物法医遺

伝学委員会（国際動物遺伝学会内）が 2004

年から立ち上がるなど、動物ゲノム分析を対

象とした法科学技術に関する研究が勢力的

に実施されている（Bellis et.al. Forensic 

Sci. Int . 2003; Gundry et.al. J Forensic 

Sci. 2007; Baute et. al. J.Forensic.Sci., 

2008など多数）。しかし、我が国の法医実務

の現状において、多様化する犯罪現場で動物

試料の遺留物が見つかるケースは欧米同様

増加傾向にあると考えられるが、動物試料を

対象とした鑑定技術の開発は必ずしも十分

とは言えず、法医学分野における動物ゲノム

解析研究の促進が望まれている。 
 

２．研究の目的 

 

本研究課題では、動物ゲノム試料を対象と

した法科学技術の基盤の確立に向け、まずこ

れまで欧米で個体識別マーカーとして報告

のあるイヌ mtDNA多型解析およびイヌ STRマ

ーカーを用い我が国で使用されているイヌ

個体を対象とした個体識別能の検討を行っ

た。さらに、新しい技術開発のため、マイク

ロアレイ法による網羅的解析、血液型関連解

析、その他の DNA多型解析など、包括的な研

究を促進する事により複雑化する法医試料

の解析技術向上に貢献する事を目的とした。 

 

３．研究の方法 

 

①イヌ mtDNA多型解析は、Himmelberger et 

al. (J Forensic Sci,2008)に準じ HV1 領域

を増幅後、サイクルシークエンス法（ABI)に

より塩基配列を決定した。品種間解析は 88

品種 154 例、品種内解析は 5 品種 293例のハ

プロタイプを解析した。 

②市販されているイヌ遺伝子型判定キット

の個体識別能の評価は、Canine Genotypes 

Panel 1.1 Kit (Finnzymes, フィンランド)

により Golden  Retriever と Miniature 

Dachshund 各 40 例の遺伝子座（18STR 座と

Amelogenin）を増幅後、Gene Scan 500 

[LIZ]Size Standard（ABI社)と共に、キャピ

ラリー電気泳動後（ABI 310)で泳動後、Gene 

Mapper Ver.4.0(ABI）により遺伝子型を決

定し、遺伝的統計解析により実施した。 
③CGH 解析網羅的 DNA 多型解析は、品種の異

なる 2 個体を用い、イヌマイクロアレイ

(385K-1plex,NimbleGen)による網羅的 CGH解

析を行い DNA コピー数のプロファイリング

を実施した。 
④イヌ網羅的 SNP解析による新規マーカー探

索は、複数品種 48 個体について SNP Chip

（Canine HD,Illumina）を用い 170000SNP の

タイピングを実施した。 
⑤イヌのヒト ABO相同遺伝子の同定は、ヒト

の ABO遺伝子情報を基に、イヌ各組織由来の

total RNA、RACE 法、塩基配列解析により実

施した。 
⑥ニホンザルにおける Y-STR 座位の開発は、

ヒト Y-STRマーカー82種類よりニホンザル特

異的なマーカー選択を行い、開発したマーカ

ーのみ福島のニホンザル 123個体で特徴を検

討した。 
⑦イヌ特異的血液型の品種別頻度の解析は、

ラピッドベット-H 犬血液型判定キット（共

立製薬）を用いて 5品種 80 例を実施した。  
 
４．研究成果 
 

本研究では、研究課題遂行のため動物ゲノ

ムの網羅的・包括的な解析を行い、動物試料

を法科学的解析するための、基礎データー、

新規技術開発のための基盤的研究を行い下

記のおもな成果を得た。 
①イヌ mtDNA多型解析  
 イヌ 447個体の mtDNA HV1 領域の 660bpを

解析した。その結果、解析領域内に 47SNP と

2 箇所の in/del 多型の検出により、58 のハ

プロタイプを見出し GenBank に登録した。ま

た、5 品種 293 例を用いた品種内解析による

遺伝的多用度は 0.624～0.992、88 品種 154

例の品種間解析による遺伝的多様度は 0.929

であった（表１）。以上の結果から我が国に

おけるイヌの mtDNA HV1 領域の多型解析は、

諸外国の報告同様に一定の個体識別能を有

する事を明らかとした。 



表１ イヌ mtDNA HV1 の遺伝的多様度 

 

 

 

 

 

 

 

②市販されているイヌ遺伝子型判定キット

の個体識別能の評価 
Golden Retriever(G.R) と Miniature 

Dachshund (M.D.) の各 40検体の遺伝子型決

定し、種々の遺伝的統計解析を実施した。表

2 および表 3 に、ヘテロ接合度観察値等の

各値を明らかとした。個体識別能力の指標と

なる総合識別能力は G.Rで 1－1.4337×10
-14
、

M.Dで 1－1.61466×10
-15

であった。最も見ら

れる確率が高い個体の遺伝子型頻度は、G.R

で約 5300億頭に 1 頭、M.Dで約 2兆頭に 1 頭

であった。世界のイヌの頭数は約 4 億頭、日

本で飼育されているイヌは約 1100 万頭と推

定されていることから、本キットの個体識別

能は極めて高いことを明らかとした。その一

方で、各遺伝子座は、主に 2 塩基繰り返し配

列多型で構成されているため、判定は複数回

行う必要があるため、ヒトの DNA個体識別マ

ーカーと同様な 3から４塩基繰り返し配列マ

ーカーの開発が今後と課題であると考えた。

今回、２品種のみのデーターではあるが、品

種により検出される遺伝子座のアリルの種

類およびその頻度に一部特徴的なパターン

も認められ、今後さらに解析を進めることで、

品種の推定もある程度可能になるのではな

いかと思われる。 

 

表 2  G.R40 検体の遺伝統計学的解析結果 

 

表 3 M.D. 40 検体の遺伝統計学的解析結果 

 

③CGH 解析網羅的 DNA多型解析 

  新規規 DNA 多型マーカー開発およびイヌ

特異的血液型候補遺伝子探索の一環として、

イ ヌ マ イ ク ロ ア レ イ

(385K-1plex,NimbleGen)による網羅的 CGH

解析を行い DNA コピー数のプロファイリン

グを実施した。その結果、2 番染色体、5 番

染色体（図 1）、9 番染色体、23 番染色体、

27 番染色体の特定領域において興味あるコ

ーピー数変異が認められた。今後さらに各

領域の詳細な解析が必要と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 イヌ CGH解析結果（第 5番染色体） 

 

④イヌ 170000SNPの網羅的 SNP解析による新

規マーカー探索           

個体識別に有効な候補 SNPを探索するため、

48 献体のイヌゲノムを用い、約 170000SNP

（Canine HD,Illumina）の網羅的ゲノム解析

を実施した。その結果、Sample Success Rate 

100 %, Locus Success Rate 99.0%, Call Rate 

99.0%のタイピング解析結果を得た。また、

本解析群内でマイナーアレル頻度 0.10 以上

の SNP 座位は 173662SNP 中、106191 座位

（61.1％）で、全染色体に分布していた。以

上の結果は SNP解析による同種個体識別マー

カーを絞り込むために有用な知見と考えら

れる。 

 

          N  Haplotype Diversity 

Interbreed   
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Labrador Retriever 
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Toy Poodle 

Welsh Corgi 
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 図２ 106191 座位 SNP検出の１例

BICF2S23551762 

⑥ニホンザルにおける Y-STR 座位の開発 

近年、野生動物による殺傷事例や農作物被

害などが社会的問題となりつつある。それら

の問題に対応する法医科学的技術の一つと

して、ヒトの Y-STR マーカーからニホンザル

特異的な Y-STR マーカーの開発を試みた。そ

の結果、6 座位の STR マーカーを開発した。

123個体の解析では、23 アレル、28ハプロタ

イプ、遺伝的多様度は、0.925 であった。こ

れらの結果は、ニホンザルの個体識別にとっ

て需要であるばかりでなく、霊長類における

Y-STR の分化・進化研究にも有用なツールと

考える。 

⑦イヌ特異的血液型の品種別頻度の解析 

イヌの血液型 DEA1.1 の血清学的解析によ

り 5品種 80例の型判定を行い、陽性率は 85％

であることを明らかにした。 
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