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SSP－PCR分析によるクリガニ科3種の種判別

柳本 卓a＊

（2006年11月30日受付，2007年4月13日受理）

㈱水産総合研究センター北海道区水産研究所

Identification　of　three　Atelecyclid　crab　species（Decapoda：Crustacea）by　SSP－PCR　analysis

TAKASHI　YANAGIMOTOa＊

肋滝為σゼ40彫あo％¢」測3h6擁65ノ～656召πhノ勿εガ魏亀κ郷h〃o，且oh海α∫40085LO802，ノ4ψα％

　The　partial　sequences　of　the　cytochrome　oxidase　I　gene（COI）（709bp）and　ITS　region（1，180－1，330bp）

were　obtained　from　three　Atelecyclidae　species（E7翻αo窺5魏励6謝ゼ，7診伽幻ε％50h6加80耀3，π1耀s5郷

σ昭磁6％s）．Species－speci丘c　internal　primers　were　designed　to　allow　discrimination　among　the　three　species　bythe

amplicon　size．Combination　ofthese　mitochondrial　and　nuclear　DNA　markers　maybe　applicable　not　only　for　spe－

cies　identi且catiQn　at　any（ievelopment　stage　but　also　for　detecting　hybrid　individuals　and　parental　species．

キーワードl　COI領域，ITS領域，SSP－PCR分析，クリガニ科

　北海道周辺に分布するクリガニー類には，ケガニ
E万郷αo鰯s廊6％66漉露，クリガニ7セ伽紹ss％s6h6づ費z80π％3，

トゲクリガニT6伽鰯欝α傭漉ηsの3種があり，1）特に

ケガニは北海道を代表する水産資源として重要であ

る。2）そのため，資源の持続的な利用と管理のため漁業

管理方策や栽培漁業に向けた取り組みが実施されてい

る。その基礎的な知見としてケガニの資源動向予測や天

然採苗技術開発が必要であり，ケガニ幼生の分布や出現

時期などの生態を解明する調査が行われてきている。3『5）

しかし，ケガニの近縁種にクリガニ，トゲクリガニが存

在し，ほぼ同期的かつ同所的に産卵及びふ出が行われ，

幼生調査時の種判別を煩雑にさせている。クリガニ科3

種の幼生の種判別方法は倉田6）の外部形態による方法が

一般的に用いられているが，佐々木7）によるとクリガニ

属2種（クリガニとトゲクリガニ）の判別には問題が

あること，サンプリング時の外部形態の損傷による種判

別が難しい個体が出現する5）などの問題点がある。その

ため，客観的かつ正確なクリガニ科3種の種判別法の

確立が求められている。

　近年，様々な魚貝類8－13）やカニ類14・15）に対してミトコ

ンドリアDNA（mtDNA）を用いた種判別法が確立さ

れている。特に多い手法が，polymerase　chain　reaction

（PCR）法により目的とするDNA領域を増幅し，制限

酵素によって切断して，その切断変長の違い（RFLP分

析）により種判別するものである。この方法ではDNA

の増幅，制限酵素処理，切断片長の確認と3つの行程

が必要になる。更に迅速に結果を得るためには，種特異

的な変異にプライマーを作成して，種特異的なマルチプ

レックスPCR（SPecies　SPec沮c　P「ime「『PCR，SSP『

PCR．分析）を行うことが有効である。8）

　また，クモガニ類では，ズワイガニとベニズワイガ

ニ，16－18）ズワイガニとオオズワイガニ隈0）の交雑個体が

発生することが知られている。クリガニ科3種では交

雑個体の報告はないが，交雑個体が出現した場合，

mtDNAは母性遺伝するため，mtDNAのみを用いた種

判別法では，母方種の特定しかできない。そのため，核

DNAを用いた種判別法が確立できれば，親種の特定が

可能になる。さらに，核DNAとmtDNAの種判別法を

併せれば，どのカニの雄とどのカニの雌の交雑個体であ

るということが分かる。11・14）

　本研究では，このような観点から核DNAとmtDNA

の両領域で種特異的なマルチプレックスPCR分析法を

開発しクリガニ科3種の種判別法を確立させることを

目的とした。

＊Tel：81－45－788－7505．Fax：81－45－788－5004・Email：yanagimo＠fra・affrc・go・jp

a現所属：㈱水産総合研究センター遠洋水産研究所（NationalResearchInstituteofFarSeas　Fisheries，Yokohama，Kanagawa236－8648，
Japan）
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試料および方法

　試料　2005年9月と10月に白糠沖で採集されたケ

ガニ105個体，2005年3月に厚岸沖で採集されたクリ

ガニ36個体と2006年12月から2007年1月に標津で

採集されたクリガニ29個体，陸奥湾で採集されたトゲ

クリガニ50個体を用いた（Fig．1，Table1）。甲幅や体

重などを測定後，筋肉を採取し，70％エタノールの入

ったチューブに入れ冷凍保存した。

　DNAの抽出及びPCR　100mg程度の筋肉片から
PuregeneDNApur組cationkit（GentraSystems）を用い

てDNAを抽出した。ケガニ8個体，クリガニとトゲク

リガニはそれぞれ5個体ずつmtDNAのcytochrome

oxidasel前半領域（以下，COI領域）と核DNAの

18S　rDNAから28S　rDNA領域（以下，ITS領域）を

PCR法で増幅した（Fig．2）。プライマーにはCOI領域

用にはCOI－L（5’一GGTCAACAAATCATAAAGATA
TTGG－3〆）とCOI－H（5〆一TAAACTTCAGGGTGACC

AAAAAATCA－3’），21）ITS領域用にはKP－2（5〆一AAA
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Fig。1　Sampling　sites　for　the　three　Atelecyclidae　species．
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AAGCTTCCGTAGGTGAACCTGCG－3〆）と28S（5㌧
ATATGCTTAAATTCAGCGGG－3〆）を用いた。22，23）

丁昭Polymeraseには71號砿8EX7切TM　HS（Takara）

を，PCRのサーマルサイクラーとしてGeneAmp　PCR

Sys亡em9700（Applied　Biosystems）を用いた。反応溶

液は，dNTPs50nmo1，各プライマー25pmo1，付属の

bufヨer2μL，71昭polymerase2．5units，粗全DNA溶液

を含む25μLとした。反応条件は94℃で2分加熱後，

94℃30秒，55℃30秒，72℃2分のサイクルを30回

行い，最後に72℃で7分加熱した。1．5％アガロース

ゲル（Takara，NuSieve3：1）にて電気泳動を行った後エ

チジウムブロマイド溶液にて染色後，UVイルミネー

ター上で発色させてポラロイドカメラにて撮影して，

PCR産物を確認した。サイズマーカーとしてHyper
Ladder　II（BIO　LINE）を用いた。

　塩基配列分析得られたPCR産物をGFXフィル
ター（Amersham　Bioscience）により精製した後，Big

Dye　Teminator　Kit（Applied　Biosystems）を用いて，

シーケンス反応を行った。ABI3130XLジェネテイック

アナライザ（ApPliedBiosystems）を用いてシークエン

ス反応した試料を電気泳動し塩基配列分析を行った。

シーケソス反応にはPCRに用いたプライマーと，更に

ITS領域ではPCR産物の内部のプライマーPT2F（5〆一

GTGGGTCGATGAAGACCGCAGG－3〆）とPT2R（5㌧
ATCGACCCACGAGCCGAGTGAC－3’）により‘，23）最
終的に両領域の全塩基配列を決定した。

　種特異的なプライマーによるPCR　3種の塩基配列

を遺伝子解析ソフトDNA　space（Hitachi）を用いてマ

ルチアライメントを行い，3種のうち1種類だけ異なる

塩基を検出した。その後，それぞれのカニ特有の塩基が

3’末端になるようにさまざまなプライマーを設計した。

両領域にそれぞれのカニに特異的なプライマー3種と

リバースプライマーの全4種類のプライマーを用いて

PCRを行った（Fig，2，Table2）。71鰐Polymeraseに

は71励伽αEX7吻TM　HS（Takara），7襯醐σEX71昭TM

（Takara），Ampli7切Gold　DNA　Polymerase（Applied

Biosystems）を用いて，増幅効率を検討した。また，

PCRのその他の反応溶液は上記と同じであったが，

Table　l　Sampling　date，10cation，and　number　of　specimens　of　the　three　Atelecyclidae　species　used　in　this　study

Species Sampling　date Location CarapaceLength（mm）　Number　　Number
Average　Range　examined　sequenced

E7珈αo窺s魏吻60鰭

E7魏α6窺s魏舶60航

71θ」騰s％s6h醜9・脇

τθ」薦s駕30h伽9・騰

τθ伽薦婿θ磁舵郷

2005／　9／　7

2005／10／12

2005／9／15

2006／12－2007／1

2006／3／1

Shiranuka，Hokkai（10

Shiranuka，Hokkaido

Akkeshi，Hokkaido

Shibetsu，Hokkai（io

Nohel圭，Aomori　Pref，

70．64

63．74

58．76

70．45

101．51

21．10－77．61

48．04－79．64

47．95－66．38

58．91－77．38

84．89－118

55

、50

36

29

50

8

5

5
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Fig．2　Primers　used　for　PCR　and　sequencing　mtDNA　COI（A）and　rDNA　ITS（B）regions．Open　arrows　and　solid　arrows　are　pos卜

　tions　and　direction　of　primers　used　for　PCR，sequencing　and　for　species－speci且c　primers（SSP）一PCR。

Table2　1nformation　of　three　species－speci五c　primers（forward）and　a　single　reverse　primer

Locus Primer　name Sequence Product　size

COI 　　EI－COI

　TC－COI
　TA－COI
COI－H（Reverse）

5〆一AGTGGGAACTTCATTAAGAC－3’

5■一CTGTTTACCCTCCTTTGGCT－31
5「一TAATCCCTTTAATACTAGGC－3
5’一TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA－3’

638bp

352bp

487bp

ITS 　EI－ITS
　TC－ITS
　TA－ITS
5．8SR（Reverse）

51－ATCTCGACTTATGCTTCGCG－3〆

5」CAAAAACCTTTTTAAACTGA－37
5’一ACGCCACTGGAATAATGGCC－3’

5㌧CCGCAATGTGCGTTCGACTT－3■

541bp

225bp

410bp

PCR時のアニーリング温度は50～60℃と変えて適切な

アニーリング温度や反応サイクル数を検討した。最適な

反応条件を見つけた後，ケガニ105個体，クリガニ65

個体，トゲクリガニ50個体に対してPCRを行い，種

判別が可能であるか検討した。

　ケガニークリガニ，ケガニートゲクリガニ，クリガニー

トゲクリガニという組み合わせで2種類のDNAを入れ

て，決定した有効なマルチプレックスPCR法でどのよ

うなバンドパターソが得られるか検討した。

結　　　果

　COl領域　クモガニ科3種のCOI領域前半域の塩基

配列をFlg．3に示す。ケガニ，クリガニ，及びトゲク

リガニの塩基配列は，DDBJ／EMBLIGenBankにそれ

ぞれAB208778，AB208779，AB2！1304，AB278153で登

録した。これらの塩基配列は，すでに報告されているズ

ワイガニ類やタラバガニ類のCOI領域14）やチュウゴク

モクズガニなどのCOI領域23）と80％以上の相同性が認

められた。この事から今回得られた塩基配列は，目的で

あるDNA領域を増幅していると考えられた。増幅した

COI領域の長さはクリガニ科3種で709bpと差は見ら
れなカ＞った　（Fig．2）。

　COI領域の塩基配列を決定した3種18個体から4つ

の異なる塩基配列が得られ，84座位で塩基置換が見ら

れた（Fig．3）。ケガニ8個体間では2種類の塩基配列

が得られ，65番目の1座位にトランジション型の塩基

置換が見られた。クリガニ5個体とトゲクリガニ5個

体にはそれぞれ変異は見られなかった。ケガニとクリガ

ニ間では，66座位で塩基置換が見られ，そのうちトラ

ンジション型変異が51個，トランスバージョン型変異

が15個見られた（Fig．3）。ケガニとトゲクリガニ間で

は，59座位で塩基置換が見られ，トランジション型変

異が44個，トラソスバージョソ型変異が15個見られ

た（Fig，3）。クリガニとトゲクリガニ間では，50座位

で塩基置換が見られ，トラソジション型変異が35個，

トランスバージョン型変異が15個見られた（Fig．3）。’



ノ　　ノ　／〉　一■「1　）　Fl里）ノ「1王　l　Uノノ｝

　　　　　　　　　　　　EI－CO1
　　　　　　　て一一一一一一一一一一圏一暉一一一一一一一一〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

血f伍80－〃s∫5θ刀わθo盈f∫TAGTGGGAACTTGATTAAGACTAATTATTCGAGCTGAATTAGGTGAACCTGGTACATTAA
Tθ動θ5甜50ゐθ∫畑8・摺5　　．A．，，．．．．．．．．．．．．T．．．．．．、．．．T．＿＿．．．．、．G．．．．．．
rθ1〃θ33ロ5∂oμ診∫4α15　　　．A．．．．．．．．．．．．．．．T．．．．．．，．．．T．．．．．．．．，，．，，，，．一．．．G．．．．．．．

　　　　　　　61　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120

遅2ゴ加∂σ1ロ5∫3θ刀ゐθoえ∫∫TTGGYAACGAGCAGATTTATAAGGTAGTAGTTACAGCTGATGCTTTTGTTATAATTTTTT
7θ1加θ55μ3・ゐθ∫摺8・刀〃5．．．．T．．T．．．．．A．．．．．．．．T．．．．、．．．．一．T，．、＿．＿C，．，．、＿．、一一、C・
Tθ1招θs3α5　aoαごf4θn3　　　．　．　。　。　丁　　艦　、　、　．　．　．　』　、　A　．　、　、　、　．　．　、　、　T　　、　．　、　．　，　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　、　C　　．　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TA－COl
　　　　　　　121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180

亙rf〃86r〃s∫5θπわθ01ヒf∫TTATAGTTATACCTATTATAATTGGAGGGTTTGGAAATTGATTAATTGCTTTAATATTAG
7θ1盈θ5s“soゐθ1r∂80刀“5．．．．．．．．．．．．．．．．．，，．，，．，．．．、A甲．■甲．．．■．．．．．、．．，0．．．C．．．，G，．．．
Tθ1加θ55〃5∂o麗ノ4θ刀3　．．．．．．．．．．．．．A．．．．．．．．，．．．一一A．．．．．．．．．．．．．．．．．0．9．．．59．．C．．．

　　　　　　　→
　　　　　　　181　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240

班∫加80－〃5f5θηわθo孟f∫GGGCGCGTGATATGGCTTTCCCTCGTATAAACAATATAAGATTGTGGGTTTTACCTGCTT
∬θ！〃θ53ロ50ゐθ舶go側5．T．．T．．．．．．．．A．．．．．．．．A．．．．．．．．T．．．．．．．．．．．T．．A．．．＿，＿A，、＿
7θ1加θ3甜3θo鷹1づθ刀3　，C．．C．．．．．．．．．、．．．．．．．A．．．．，．．．T．．C．．．．．．．．T．．A．．．．．．．．A．．G．

　　　　　　　241　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『00

亙丁ノ加∂0－〃313θz～わθo索f∫CCCTTACTTTACTTTTAATAAGAGGTATGGTAGAGAGAGGTGTTGGGACAGGATGAAGTG
Tθ！〃θ55ロ50んθゴr∂go刀α5．T，，，．，，．，，，，．．，，．．．．．．．．．．、A．．．．，A，．．、．．、．．．．A．．．
スθ1加θ55ロ3θoびオ∫4θ刀3　．T．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．T．．．．，A．．．．．A．．．，，，，．A，．A，．．，．G．．．

　　　　　　　　　　　TC－COI
　　　　　　　301一一一一圏一閣一一一一一一一一→〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360

亙■f加∂or〃315θ刀わθo畳∫f　TTTACCCTCCTTTAGCCGCTGGTATTGOTGACGCAGGTGCOTCTGTTGATATAGGGATCT
Tθ1加θ33u30ゐθ∫摺80η〃5，．．．．．．．．．．．．．．．T．．．．．．．．．．、C．．T．，．，．、、．、、．A、．．．．．r・・一A・・T・
Tθ！初θss翌ε　ao口むf4θηε　　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　，G　　．　、A　マ　辱　丁　．　、　．　鮎　鮎　辱　5　－　5　5　－　C　5　－　魅　魅　－　．　．　『　．　』　．　A　．　．　T　．

　　　　　　　361　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420

五1一∫加∂0－〃5f5θ刀わθo左∬TCTGTCTTCATTTGGCCGGAGTGTOCTGTATTTTAGGTGCAGTTAATTTOATAACAACTG
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Fig．3　Alignment　of　partial　nucleotide　sequences　of　the　mitochondrial　cytochrome　oxidase　I　gene　for　the　three　Atelecyclidae　spe－

　cies．Dots　indicate　nucleotides　identical　to　those　of　E7珈αo鰯sゑs6％わ60肋．EI－COI，TC－COI，and　TA－COI　are　forward　species－

　speci丘c　PCR　primers，

これらの変異によるアミノ酸置換は見られなかった。

　ITS領域　クモガニ科3種のITS領域の一部の塩基

配列をFig．4に示す。増幅したITS領域のITS1の前

半からITS2の後半までの塩基配列を決定した。ケガ

ニ，クリガニ，及びトゲクリガニの塩基配列は，DDBJ

／EMBLIGenBankにそれぞれAB194055～AB194063，

AB211305，AB278154で登録した。これらの塩基配列

は，すでに報告されているズワイガニ類やタラバガニ類

のITS領域14）やチュウゴクモクズガニなどのITS領

域23）と80％以上の相同性が認められた。この事から今

回得られた塩基配列は，目的であるDNA領域を増幅し

ていると考えられた。増幅したITS領域の長さは約

1180～1330bpで，種内や種問で若干異なっていた
（Fig．4）。

　ITS1領域では種内と種間で塩基の挿入及び欠失が多

く，ケガニでは436～446塩基，クリガニでは430塩

基，トゲクリガニでは428塩基と種内や種間で長さが

異なっていた。5．8SrDNA領域の長さは164塩基で3

種とも同じであったが，変異は僅か3座位で保存性は

高かった（未発表）。ITS2領域では，ケガニは255～

300塩基，クリガニは252塩基，トゲクリガニは255
塩基と種内，種間で長さが異なっていた（未発表）。特

に，ケガニの塩基配列の長さは，44塩基の繰り返しの

あるなしの種内変異が見られた。

　SSP－PCR分析による種判別　クリガニ科3種のうち

1種類だけ異なる塩基が3’末端になるようにプライマー

を設計した。様々なプライマーセットを検討した結果，

COI領域ではEI－COI（ケガニ用；5’一AGTGGGAAC

TTCATTAAGAC－3〆），TC－COI（クリガニ用15■一

CTGTTTACCCTCCTTTGGCT－3〆），TA－COI（トゲク

リガニ用15’一TAATCCCTTTAATACTAGGC－3’）の

3つの種特異的なプライマーとユニバーサルプライマー
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クリガニ科3種の種判別 δ11

（A）COl
2000bp

1000b

300bp→

M M

く＝　638bp
＜旨コ　487bp

く昌　352bp

E互 TG TA

（B）ITS
2000bp→

1000bp→

300bp→

M M

＜≠コ541bp
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＜＝コ225bp

　　　　　　　　　　　EI　　　　　　　　　　　　TC　　　　　　　　　　TA

Fig．5　Three　DNA　fragments　ampli丘ed　by　multiplex　PCR　using　species－speci血c　primers　for　the　three　Atelecyclidae　species，（A）

　and（B）indicate　PCR　products　sof　mtDNA　COI　an（11TS　region，respectively、EI，TC，and　TA　indicate　E7翻α6窺s魏％δεc肋，

　T6伽εss％s6hθ加810％s，and716」耀ss麗sα6％翻6πs，respectively．M　is　the　molecular　size　standard（Bioline，Hyper　Ladder　II）。

COI－H14）を用いたマルチプレックスPCRが種間で異な

る断片の増幅に有効であった（Table2，Figs．2，3）。

7切Polymeraseは71號砿8EX7吻TM　HS（Takara）を

用いてアニーリソグ温度55℃，サイクル数30回で，ケ

ガニでは約638bp，クリガニでは352bp，トゲクリガ

ニでは487bpの増幅断片が得られた。ケガニ個体間で

数塩基程度の違いがある複数の断片が見られたが，種の

区分には影響がないものと判断された（Fig．5）。また，

サイクル数を40回に増やしてPCRを行ったところ，

クリガニでは複数バンドが見られたため，サイクル数は

30回が適当と考えられた。

　ITS領域では様々なプライマーセットを検討した結

果，EI－ITS（ヶガニ用15’一ATCTCGACTTATGCTT

CGCG－3’），TC－ITS（クリガニ用15〆一CAAAAACC

TTTTTAAACTGA－3’），TA－ITS（トゲクリガニ用1

5〆一ACGCCACTGGAATAATGGCC－3「）の3つの種特

異的なプライマーと5．8S　rDNA領域に3種で塩基配列

が変わらない位置にリバースのプライマー5．8SR（5’一

CCGCAATGTGCGTTCGACTT－3’）を用いたマルチ
プレヅクスPCRが種間で異なる断片の増幅に有効であ

った（Table2，Figs．2，4）。ルgPolymeraseは2覧漉σ解

EX71卿TM　HS（Takara）を用いてアニーリソグ温度55

℃，サイクル数30回で，ケガニでは541bp，クリガニ

では225bp，トゲクリガニでは410bpの増幅断片が得

られた。しかし，個体によってはITS領域に塩基の挿

入及び欠失があるため，若干長さが異なる複数の断片が

見られたが，種の区分には影響はないものと判断された

（Fig．5）。

　このように，PCR産物の大きさの違いからクリガニ

科3種の種判別が可能となった。ケガニ105個体，ク

リガニ65個体，トゲクリガニ50個体で3種を判別で

きるかを検討したところ，すべての個体で判別できた。

この結果，制限酵素処理を行わなくてもPCR増幅断片

長分析のみで種判別が行えることが明らかになった。

　2種類のDNAを混ぜて，ITS領域のマルチプレック

スPCR法を行ったところ，ケガニークリガニ，ケガニー

トゲクリガニ，クリガニートゲクリガニではそれぞれ

541bpと225bp，541bpと410bp，225bpと410bpの
バソドが見られた。

考　　　察

　本研究の結果，mtDNAと核DNAの両領域において

確立したマルチプレックスSSP－PCR分析で，クリガニ

科3種を種判別できることが明らかになった。このよ

うなマルチプレヅクスSSP－PCR分析では，目的とする

領域以外の部分が増幅される可能性もあるためアニーリ

ング温度の設定が重要である。24）本研究でも若干の長さ

の変異等が観察された（Fig．5）。しかし，両領域とも

アニーリソグ温度を60℃まで上げると増幅しない個体

が見られることから，本報告ではアニーリング温度を
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55℃とした。また，非特異的な反応を防ぐため，7吻

PolymeraseにはHotStartバージョンを用いた。サイク

ル数を40回まで増やして増幅効率を検討したところ，

クリガニのCOI領域では複数のバンドが見られたので，

30回が適当なサイクル数と考えられた。若干の長さに

変異が見られるものの，再現性も非常に高く，本研究で

確立したマルチプレックスSSP－PCR分析はクリガニ科

3種を判別するのに安定した方法であると考えられた。

　クリガニ科の幼生調査で得られた幼生はホルマリンで

固定されることが多いが，ホルマリソによる固定保存は

DNAを断片化させることが知られている。25・26）そのた

め，本研究では断片化したDNAでもSSP－PCR法で分

析できるようにCOI領域で352－638bp，ITS領域で

225－541bpの小さな増幅産物が得られるようにプライ

マーを設計しているので，ホルマリン固定サンプルヘの

応用が可能かもしれない。

　モクズガニ類では幼生1個体からDNA分析による種

判別が行われており，28）クリガニ科幼生への応用も可能

であると考えられる。また，見分けが付きにくいクリガ

ニ属2種の幼生をDNAによる判別を行い，その外部形

態の違いを調べて，種判別を行うための判別キーを検討

する必要がある。本手法による客観的な種判別を行い，

クリガニ科3種の幼生期の分布現存量を推定すること

ができ，初期生態、解明に大いに貢献できると考えられる。

　今回の分析では北日本のサンプルを用いた。しかし，

トゲクリガニは北日本ばかりでなく瀬戸内海から黄海ま

で分布しており，集団分化がある可能性が考えられる。

実際に，高嶋らはトゲクリガニの16SrRNA領域を

Palumbiが報告しているプライマー27）でPCR増幅して

塩基配列を調べているが（未発表），今回用いた陸奥湾

のトゲクリガニでは同じプライマーを用いても増幅産物

が得られなかった。このことはプライマー部位に変異が

あることを示唆している。今後，様々な海域からクリガ

ニ科3種のサンプルを収集して，本手法の有効性を検

討する必要がある。

　日本周辺海域におけるクモガニ類ではズワイガニとベ

ニズワイガニ16－18）の交雑個体の発生が知られ，その交

雑個体は再生産に関与しないことから，17）交雑個体が大

量に発生する場合，その資源動向へ悪影響を及ぼす可能

性がある。交雑個体の出現をモニターすることは，資源

動向予測に有益な情報となるかもしれない。今のところ

クリガニ科では交雑個体の出現は報告されていないが，

その検討もされておらず，実際には交雑個体が存在して

いる可能性もある。DNA分析によりノコギリガザミ属

の交雑個体の判別と親種を証明している報告がある。29）

予備的にケガニとクリガニ，ケガニとトゲクリガニ，ク

リガニとトゲクリガニの2種類のDNAを加えて，ITS

領域のSSP－PCR法を実施したところ，それぞれの種特

有のバソドが2本確認された。このように本手法を用

いてクリガニ科でも交雑個体の発生があるかないかを検

討することができると考えられた。

　近年，食品の偽装問題が多く，社会的な問題になって

いる。北海道では高価なタラバガニと偽って安価なアブ

ラガニを販売していたケースがあるが，14・15）ケガニの場

合も同様に高価なケガニの代わりに安価なトゲクリガニ

やクリガニを販売している可能性がある。茄でたカニで

もDNA分析ができることが報告されており，様々な製

品でも種判別ができ，14）本報告のような種判別法の確立

は偽装表示及び販売防止の抑止力になり，消費者の食品

表示への安心と信頼回復に繋がるものと考えられる。
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