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遺伝子情報に基づく淡水榛脚類の種判別どその応用
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Abstract Molεcular identification, such as with DNA barcoding, of freshw乱tercopepods has huge potential. It 

may enable us to ident耐 specimensat spec間 level，巴V巴nthot 

phological characters (e.g., eggs and juveniles). It may also provide us with information on the prehistory of cope時

pod species in the geographical area considered. Similarly, it may enable us to speci今thedonor area(s) of non-in-

digenous copepod species. Thus, molecular identification of freshwater copepods may be of great importance in 

terms of biodiversity conservation; however, the development of sequence libraries needs to be hurried as copepods 

are currently one of the worst represented groups in genetic databases. 
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はじめに

淡水は地球上の水の総量の数%に過ゲないが，様々な

人間活動ど密接に関わっている（Doiet al. 2013, Kummu 

et al. 2013）.人間活動は淡水生物の現存量ど多様性に対

して深刻な影響を与え，現在では多くの種が絶滅の危機

に瀕している．また人為的に外来積が持ち込まれた結

果，局所的な多様性が減少する例も多く見受けられる

（例えば，高村 2010）.気候変動を含む人為影響が生物

多様性に与える効果が今後軽減される保障はない．将来

を見越して，現時点での生物相をその由来も含めて詳細

に把握すべ主であり，その際に役立つのが生物の遺伝子

情報である．

湖沼に出現する淡水カイアシ類は魚類の餌生物とし

て，また植物プランクトンおよび小関動物プランクトン

の捕金者として， j闘の生態系機能の重要な構成要素ど

なっている（Pace1986, Lampert & Sommer 1997, Takamura 

et al. 1999）.ただし語類が異なれば湖でおう役割も異な

る（例えば，大型種ほど肉食の傾向が強まる）ため，

fカイアシ類jや「CopepodaJ ど十把一絡げにするので

はなく，可能な限り種平！J別されるべきである．｛也の生物

分類群どi司様に，淡水カイアシ類においても，遺伝子情

報が活用できるはずだが，カイアシ鍛では「theworst 

represented groups in genetic databases (Briski et al. 2011) J 

ど表現されるほど，遺｛云子情報の整能が遅れている．

遺伝子構報の利用① 種判別

原理特定の遺伝子領域の塩基配列に基づ三生物の種

判別を行う手法は， !Yi々 DNAパーコーディングど呼ば

れる．塩基配列の変異l隔が，種内変異よりも積間変異で

大主くなる性質（｛列えば， Costaet al. 2007）を利用した

稽判別方法である．一般に動物では， ミトコンドリアゲ

ノム上のCOI遺伝子（mtCOI）の5’端（約650塩基長）

が， DNAパーコーデイングにおける標当主的なノfーコー

ド領域（狭義のDNAバーコード）とされており（Hebert

et al. 2003, Bucklin et al. 20ll), mtCOI以外の遺伝子領域が

用いられる場合には，混乱を避けるために，二次的バー

コード（secondarybarcode, Hajibabaei et al. 2006, Meusnier 

et al. 2008）ど呼び匹別することが求められる（以後，狭

義ど二次的ノ〈ーコードを含めて表現する際には「DNA

ノf－コード」ど記す）．

「DNAバーコードj による種判日ljは， 1）既知種につ

いて，特定の遺伝子領域（目的に応じて変わり得る）の

塩基配列を網羅的に収集したライブラリーを作成し， 2)

額名未知サンブ。Jレの間遺伝子領域の塩基配列を決定し，
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3）それをライブラリー配列ど比較し，種名を決定する，

という手順で行う．現状ではライブラリー配列が全地球

規模で完備されている分類群はおそらくないと思われる

が，地域を［l良定したライブラリーは，いくつかの分類群

では整備が進みつつある（例えば， Garcia-Morales& 

Elias同 Gutierrez2013). 

r,c:.用 一般に動物プランクトンの種判別は，成体の形

態に基づき行われる場合が多い．しかし野外では成体よ

りも幼生の方が数的に多いため，成体がサンフツレ中に出

現せず，種組成が把握できない場合も珍しくない．従っ

て，動物プランクトンの多様性評価に際しては， lDNA

バーコード」が役立つ場面が多いだろう．克てて加え

て，動物プランクトンにおいても，形態では区別できな

いが遺伝的には異なる隠蔽穂（crypticspecies complex) 

が存在することが知られているが，用いる遺伝子領域次

第では「DNAバーコード」は器、蔽種を底別できる（Lee

& Frost 2002, Marrone et al. 2010, 2013, Xu et al. 2011, Garcia-

Morales & Elias-Gutierrez 2013, Fontaneto 2014). 

日本の淡水動物フ。ランクトンでは，ヒゲナガケンミジ

ンコ類を対象どした二次的バーコードが最近整備された

(Makino et al. 2013) .これは全国各地の淡水湖沼やため

池にて採集されたヒゲナガケンミジンコ類そ形態で種判

別し，それぞれの形態種から DNAを抽出した後に，い

くつかの候補遺伝子領域の塩基配列を検討し，核

DNA・ 28Sリボソーム遺伝子の240塩基対をもってバー

コードどしたものである．この二次的バーコードは狭義

のDNAバーコードよりも短いが，日本に出現する淡水

ヒゲナガケンミジンコ類11種を判別することができる．

従ってこれらの揺では，穂判別に使える形態形質を欠く

卵やノープリウス幼生，コペポダイト幼生においても，

遺伝子’情報による種判別が可能となった．

ところで，ヒゲナガケンミジンコ類は二種類の卵を産

む．ひとつは受精直後から幼生鮮化まで卵の発達が遅滞

しない急発卵（subitaneouseggs）であり，もうひとつは

休眠卵（diapausingeggs）ど呼ばれる，卵割がある程度

進んだ状態で、発育が停止し，水底へと沈降する卵である

（伴 1998）.ヒゲナガケンミジンコ類の休眠卵の卵殻は

層状構造を示し，急発卵のそれよりも肥厚しているため

耐久性があり，水誌にて休眠卵の状態で，棲息に不適な

季節（冬の結氷期間や夏の乾繰期など）をやり過ごすこ

とができる（伴 1998). さらに休自民卵は堆積物中で長期

間にわたり保存される．従って，堆積物最表層のヒゲナ

ガケンミジンコ類の休暇卵を使えば，現在の種組成を把

握でき，また深層堆積物中の休明卵を使えば，過去の種

組成を復元で3るのではないかー とは以前から考えら

れていた．しかし実際には，淡水ヒゲナガケンミジンコ

類の休眠卵は概して球状であり（Fig.lA），種判別に有

効どなる形態学的特徴がないため，いくつかの部外（長

期にわたり単一種のみが出現している湖沼など）をのぞ

き，種判日Jjには用いられてこなかった．

上記の日本淡水ヒゲナガケンミジンコ用ニ次的ノTー

コードは，実は堆積物中の休眠卵の種判別用に開発され

たものである（Makinoet al. 2013，古いDNAは断片化す

るため，狭義のDNAバーコードより知い範囲で麗判別

できる遺伝子領域を利用した方が，堆積物中の休眠卵の

種判別に際しては有効である）．そして，環境省地球環

境総合推進費によるプロジ、エクト研究「湖沼生態系のレ

トロスペクティブ型モニタリング技術の開発（D四 1002)J 

（占部 2014）にて得られた，日本国内6湖沼の湖底堆積

物について，堆積年代ごとのヒゲナガケンミジンコ種組

成が，休眠卵を種判別することで，明らかにされつつあ

る．例えば，北海道の渡島大沼では，過去にはヤマヒゲ

ナガケンミジンコAcan仇odiaptomuspacificus (Burckhardt) 

が出現していたが，プランクトン金魚類であるワカサギ

が湖に放流された後にはA.pacがcusがほぼ消失し，代

わってより小型のケブカヒゲナガケンミジンコ Euryte-

mora affinis (Poppe）が近年卓越するようになったこと

が，堆詰物中の休眠卵解析から示唆された．この優占種

の遵移は，散発的ではあるが，大正期以降の渡島大沼の

動物プランクトン組成に関する文献情報（石川 2000を

参照）から推察される遷移ど調和的であった．従って湖

沼堆積物中のヒゲナガケンミジンコ休眠卵を種判別する

ことで過去の積組成を正しく復元できた，ど考えられ

た．

遺伝子構報の利用② 履置の把握（生物系統地理）

原理一般に，ひとつの生物種は遺伝的に多様な個体

の集まりである．生物種内における，遺伝子型の数や分

布の変異は遺伝構造（geneticstructure）ど呼ばれる．動

物の場合， ミトコンドリアDNAでは核DNAど比較して

有効集団サイズが小さいため進化速度が早く，組み替え

がなくシンフツレな母系遺伝を示し， また自然選択の影響

を受けにくい．これらの性質は遺伝構造そ調べる際に好

適である．そのため，動物種の現在の分布に影響を与え

た分断（vicariance）や分散（dispersal)，二次接触（sec-

ondary contact）どいった歴史的な現象を， ミトコンド

リアDNA解析により得られた遺伝構造から推察するこ

とが盛んに行われてきた（系統地理学， Avise2000）.た

だし，単一遺信子領域の解析では，確率的要素により誤

推定する可能性があるので，核遺伝子も含めた複数遺伝
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Fig. 1. A, diapausing eggs of freshwater calanoid copepods collected from the bottom sediments of some Japanese lakes and identified to the 

species level successfully via the nc28S regional barcode (Makino et al. 2013). B, phylogenies of the Acanthodiaptomus pacificus mtCOI and 

nc!TS sequences and the geographical distribution of the mtCO I (rectangles, triangles, and circles for mt A, B, and C, respectively) and nc28S 

(represented by a number in the symbol) lineages in japan (after Makino & Tanabe 2009). Areas shown in gray indicate the locati 

mass that was above sea level during the rapid openi口gof the Japan Sea (ca. 15 Ma). C, phyloge日Yof Sinodiaptomusνalkanoνi mtCOI se-

quences and the geographical distribution of the mtCOI lineages in japan as well as in New Zealand, where S. valkanovi is a non indigenous 

species (a丘町 Makinoet al. 2010). Note that the sole mtCOI lineage found in New Zealand (NEOS) was a subset of the haplotypes observed 

in Japan, the native geographical area of this copepod species. Black and gray dots on the map represent localities where the haplotype NEOS 

was present and absent, respectively. 

子領域を用いて，結果の相互検証をすることが望まし

生物種において，中立な遺伝子領域で認識された系統

地理学上の単位は，様々な適応の源であり，生物多様性

保全の観点から非常に重要である（Avise2000). 

応用 ユーラシア大陸ど太平洋の境界域に位置する現

在の日本列島の大部分は，約二千万年前にはアジア大陸

の東縁に位置していた．そして一千数百万年前に端を発

する日本海開裂に伴い，一部は海に沈み多島海の時代を

迎えたが，以後ふたたび隆起してくる，等の複雑な過程

を経て，現在の日本の形になった（米倉ら2001）.この

長期に及ぶ地学的に極めて複雑な歴史が現在の日本列島

の生物に与えた影響については様々な生物で数多く研究

されてきた（例えば，渡辺ら 2006）.ただし淡水プラン

クトンの種毎の履歴については枝角類でのいくつかの例

(Ishida & Taylor 2007a, b）をのぞき，ほとんど何もわ

かっていない．そこで，現在日本海周辺諸国に分布し，

日本各地からも数多く出現する A.pacificusを対象とし
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て，複雑な日本列島の成立過程が種内の遺伝的多様性に

えた影響喜子解析したのがMakino& Tanabe (2009）であ

る（Fig.lB). 

全国各地のA.pacificus 143個体群について，狭義の

DNAバーコード領域（mtCOI）とともに，核DNA・ リ

ボソーム RNA遺伝子のITS領域（ncITS）の塩基配列を

調べた結果，日本のA.pacificusには著しい遺伝構造が認

められた．すなわち， mtCOIの塩基配列において，種毘

差に匹敵する大主な遺伝的変異を示した3つの系統（mt-

A, B, C）が北から！｜民に隣接して分布していた（側所的分

布allopatricdistribution). ncITS解析の結果， mt-B系統

どmt-C系統の分布域が接する長野県付近で、はmt-B系統

とmt-C系統から nc28S系統3が共通して得られたことか

ら，詞系統が交雑していることが分ったが， mt-A系統

どmt-B系統，あるいはmt-A系統ど mt-C系統の関には

共通する nc28S系統がなく，遺伝的交流がないことが

分った．つまり，白木のA.pac（戸cusは生猫隔離の兆候を

示す北方系統（mt-A系統）ど南方系種（mt-B系統ど

mt-C系統）からなる隠蔽穏の複合体で，両系統の分布

範囲は南東北で、接しているこどがわかった．

より詳しくみると，日本海開裂一多島海時代に異なる

「j詰」だった地域（Fig.lBの灰色部分）に現在分布する

A. pacificusからは，「島」ごとに奥なる mtCOIどncITSの

系統の組み合わせが得られた．つまり A.pacificusは，日

本海！？詩裂一多島海時代に「島」ごとに分断され，「高J関

での遺伝子交流がとぎれた結果「島」ごとに独自の遺伝

的組成を持つようになった，ど考えられた．さらに興味

深いことに，異なる mtCOI系統が現在隣接している地

域は，日本海開裂一多島海時代には水面下に没していた

地域，つまり「新しい地表Jfこ担当した．この結果は，

より近年になって新たに陸地化した部分で，「鳥Jごと

に踊離されていた各系統が分散・二次接触したことを示

唆する．そしてmトB系統ど mt心系統の間で、は二次接触

後に交雑が起こったが， mt同A系統ど mt-B系統で、は二次

接触後の交雑は生じていないようである．

なおA.pacificusの模式標本地は中禅寺湖であるが，中

禅寺湖からは南方系統（mt-B系統）が得られている

(Makino & Tanabe 2009）.従って， A.pacificusの原記載は

寵方系統の個体で行われたど考えられた．

遺伝子清報の利用③ 履歴の把握（外来種の由来推定）

原理 ここでの外来種どは，人間活動により他の地域

から移入して主た生物穏とする．前項のA.pacificusのよ

うに，生物語は遺伝的に多様な個体の集まりであり，そ

の遺伝的組成には地理的な偏りが認められる．本来の分

布範閣外で発見される外来種は，多くの場合，本来の分

布範間内の眼られた地域集団からごく少数の縮体が移入

したもので，定着に成功する個体は失敗するものに比べ

て極端に少ない．従って，新たな生息地（移入先）にお

ける遺伝的多犠性は，本来の分布域範囲全体における多

様性よりも低下する場合が多い（ビン首効果）．この性

質を利用して，狭義のDNAバーコードを含む適切な遺

伝子マーカーを選択し，その多様性を調べることで，問

題どなっている生物種が本当に外来種なのか，外来語だ

としたら移入元はどこなのか，を特定で~る場合がある

（例えば， Miuraet al. 2006, Uwai et al. 2006). 

なお，本来の分布域から遠くはなれた場所で発克され

たというだけでは，その生物を「外来種」どは即ljfrでき

ないので注意が必裂である（大場ら 2007,Doi et al. 

2011）.例えば日本のイワガニ （Pachygrapsuscrass伊5

Randall）は，以前は北米からの外来語であると考えら

れていたが，「DNAバーコードJを調べたところ，北米

集団の塩基配列どは著しく異なったためにassone& 

Boulding 2006），外来種どはみなされなくなった（Doiet 

al.2011). 

応用 淡水動物プランクトンでも，外来種の報告は数

多くなされてきた．例えばヨーロッパ大陸で、は，オセア

ニア原産のBoeckellatriarticulat，α（官10mson），北米原産の

Skistodiaptomus pallidus Herrick，アジア原産のNeodiaptom叩

us schmackeri (Poppe & Richard）どいったヒゲナガケンミ

ジンコ種の出現が1980年代以降に報告され，パラスト

水あるいは養殖目的の魚どともに移入したと考えられて

いる（Alfonsoet al. 2014を参照）．

ニュージーランドでは， 2000年代に入り，日本閤有

穏とされている Sinodiaptomusvalkanovi Kiefer （大塚・上

国1999を参照）が，植物悶内の池から採集された（Dug-

gan et al. 2006）.その原因を日本からの人為的な移入に

求めるのは容易いが，厳密には，単にニュージーランド

で、未発見だった可能性を排除する必要がある．仮に，地

理的に El本から速く離れたニュージーランドにSval-

kanoiviの未発見集団がいたのなら，その遺伝子組成は

日本集団のものとは著しく異なるはずである．逆に日本

からの移入であれば，ニュージーランド集団の遺伝子組

成は，日本集団の一部（あるいは全部）ど一致するだろ

う．この点について，狭義のバーコード領域（ただし，

約1150塩基対）を調べて検討したどころ（Makinoet al. 

2010, Fig. IC），日本のS.valkanoviの43個体群からは合計

42ハプロタイプを見出したのに対し，ニュージーラン

ドの2個体群からは，関東地方以北から得られた特定の

1ハプロタイプ（NE05,Fig. 1 C）のみが得られたことか
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ら，ニュージーランドのS.valkanoviは，確かに自本から

の移入額である，ど判断された．

日本閤有種である S.valkanoviは，実はブルガリア共和

国の首都ソフィアにある植物閣の「watertankJ あるい

は「lilypondsJ で採集され，記載されたものである

(Ueda and Ohtsuka 1998, Duggan et al. 2006を参照）. Sino-

diaptomus属の｛也種は全てアジア原産であることから，

原記載したRKiefer自身も，ソフィアのS.valkanoviがフ、、

lレガリア在来種であるとは思っていなかった（じeda& 

Ohtsuka 1998を参照）．すでにその「watertankJ あるい

は「lilypondsJ は撤去されたため，模式標本産地のs.
valkanoviについて由来推定を行うことはできないが，模

式模本産地ど同じく植物園の池ーしかもスイレン科植物

(water lily）が唯一のアジアからの展示物である（Dug悶

gan et al. 2006）ーから日本集団由来のs.間 lkanoviが発見

されたニュージーランドでの事例は，水生植物どともに

運ばれたS.valk仰 oviが模式標本どなったこと，すなわち

模式標本産地がレシーパーエリアであること，を強く示

唆している．

謂題点と展望

本稿では，遺伝子情報を使えば，形態の特徴に依存せ

ず種判別を行えるため，カイアシ類の顧問定が容易にな

る可能性を示した．また遺伝子情報を使えば，種判別に

止まらず，種の履歴（個体数や地理分布の変遷）も解明

できることを示した．様々な淡水生物について， A.

pacificusで調べたような履慌を，アジア大陸も含めて研

究することが，我が国の生物多様性の成立過程を知る上

では重要で、ある．また本稿では，遺伝子情報を使えば，

現在のみならず過去のカイアシ類の種組成をも復元で主

る可能性も示した．多くの日本の湖沼は富栄養化や魚の

放流どいった人為的な影響を受けてきたが，人為影響を

受ける前の状態が分っている期詔はほとんどない（占部

2014）.従って，遺伝子情報から人為改変以前の生物相

を復元できれば，湖沼の保全目襟を設定するi探に大いに

役立つだろう．

日進月歩の技術のおかげで，近い将来，遺伝子情報は

生物の額判別のための単なる道具どなるだろうが，これ

を最大限に活用するためには，まずは遺伝子情報ライブ

ラリーそ完備する必要がある．ところがカイアシ類は，

現状では「theworst represented groups in genetic databases 

(Briski et al. 2011) J ど表現されるほど，ライブラリーの

整備が遅れている．「DNAバーコードJ などを未公開情

報としてお持ちの場合には，震の多寡に関らず＼できる

だけ早く，公的なデータベースに登録して頂きたい．

なお，水中や湖嵐tffi積物中には，本来の状態よりも著

しく断片化されてはいるが，生物由来のDNAが存在し，

それらは環境DNA，あるいはメタゲノムや環境メタゲノ

ムど呼ばれている．環境中に「DNAバーコードj どし

て使用可能な DNAが含まれていれば，これを PCR増幅

して塩基配列を決定・種判別すれば，当該環境に生息し

ている（あるいは，していた）生物の組成を競べること

もできる（例えば， Minamotoet al. 2012）.従って，ライ

ブラリーが完備された後には，サンプJレがもはやカイア

シ類の形をしていなくとも， DNAさえ抽出で、きれば種

判日Jjが可能どなり，多様性の評価が可能となるだろう．
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