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Abstract   Morphological and mitochondrial DNA characteristics were investigated for a 
captive population of the rosy bitterling Rhodeus ocellatus, founded from a now extinct 
wild population in an irrigation pond in Seto, Okayama Prefecture, Sanyo Region, Japan. 
The data strongly suggested that the captive population represents a pure strain of the 
native Nipponbaratanago, Rhodeus ocellatus kurumeus. This is the sole confirmed recent 
record of this endangered subspecies in the Sanyo Region. The current critical status of the 
population necessitates immediate stock preservation, pending future reintroduction and/
or conservation introduction to the wild. 
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ニッポンバラタナゴ Rhodeus ocellatus kurumeus
は，コイ目コイ科タナゴ亜科のバラタナゴ

Rhodeus ocellatus の日本固有亜種である（Kimura 
and Nagata, 1992）．本亜種は，かつては琵琶湖以
西の西日本各地に分布し，平野部の溜池や小規
模河川に生息していたが，1940 年代以降，養殖
魚の種苗への混入により大陸部から導入され，
各地に分布を広げた別亜種タイリクバラタナゴ
Rhodeus ocellatus ocellatus との交雑を主要因とし
て， 著 し く 減 少 し た（中 村，1955, 1969； 長 田，
1980； 河 村，2003）． 本 亜 種 は， 環 境 省 の レ ッ
ドリストで絶滅危惧 IA 類に指定され（環境省，
2013），自然分布域内のほぼすべての府県レッド
リストにおいても，絶滅または絶滅危惧種として
挙げられている．

ニッポンバラタナゴは，腹鰭前縁部の白色帯を
欠き，有孔側線鱗数が少ないこと（0–6 vs. タイ

リクバラタナゴ 3–7）により，タイリクバラタナ
ゴと識別可能とされる（中村，1955, 1963, 1969）．
しかし，タイリクバラタナゴとの交雑が著しく進
んでいる現状において，外部形態のみからの識別
は困難な場合が多い（長田，1980, 1997）．近年の
遺伝学的手法を用いた調査によって純系のニッポ
ンバラタナゴが確認されているのは，大阪府，奈
良県，香川県および九州北中部の限られた地域に
過ぎない（Kawamura et al., 2001；三宅ほか，2007, 
2008）．本州西部の山陽地方においても，かつて
はニッポンバラタナゴが多く生息していたが，
1980 年代前半には多くの水系にタイリクバラタ
ナゴが侵入し，交雑が進んだ（長田，1980；坪川
ほか，1982；岡山淡水魚研究会，1984；比婆科学
教育振興会，1994；阿部，2012）．その結果，山
陽地方では純粋なニッポンバラタナゴは絶滅した
と考えられている（河村，2003）．しかし，岡山
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県には，著者の一人，小林が 1992 年に岡山市内
の溜池で発見し，アロザイム分析によってタイリ
クバラタナゴと交雑していない可能性が高いと判
定された個体群（長田芳和・福原修一，私信）に
由来する管理個体群が残存する（阿部・江木，
2010）．

本報告では，このニッポンバラタナゴと期待さ
れる岡山県の残存個体群の形態とミトコンドリア
DNA（mtDNA）の特徴を明らかにし，それが純
系のニッポンバラタナゴである可能性が高いこと
を示す．またこの個体群および岡山県内のバラタ
ナゴ類の現状から，本亜種の計画的な系統保存の
必要性を示す．

材 料 と 方 法

材 料　分析対象は，1992 年に岡山県赤磐郡瀬
戸町（現岡山市東区瀬戸町）の溜池（旭川水系，
面積約 150 m2，平均水深 40 cm）において小林が
発見した個体群（以下，瀬戸個体群）を始祖とす
る管理個体群である．元の個体群は，発見 1–2 年
後の渇水による溜池の干上がりによって消滅し
た．この個体群は，腹鰭前縁部に白色帯をもたな
いこと，アロザイム分析においてニッポンバラタ
ナゴである可能性が示唆されたことから（長田芳
和・福原修一，私信），小林が個人所有の池（表
面積 30 m2，平均水深約 40 cm）および数基の屋
外水槽で保護増殖を行ってきたものである．

1995 年から 2011 年に野外水槽で死亡した雄 12
個体（標準体 長 44.3 ± 6.14 mm， 平均±標 準 偏
差），雌 9 個体（43.6 ± 6.10 mm），および性別不
明 1 個体（30.2 mm）の合計 22 個体のホルマリン
固定標本について，側線有孔鱗数を実体顕微鏡下
で計数した．これらの標本は倉敷市立自然史博物
館に登録・保管されている（標本番号 KURA・
V4・14833–14854）．

遺伝分析のために，2010 年に瀬戸個体群の 13
個体から尾鰭の一部を低侵襲的に採取し，無水エ
タノールに保存した．比較のために，瀬戸個体群
が生息した溜池近隣の旭川水系（岡山市東 区宍
甘，n = 3；岡山市東区浦間，n = 5）および吉井川
水系（岡山市東区瀬戸町万富，n = 5）の水路で
2011–2012 年に採集したバラタナゴ類（タイリク
バラタナゴ，あるいはタイリクバラタナゴとニッ
ポンバラタナゴとの交雑個体），および福岡県福
津市のニッポンバラタナゴ（n = 3）を遺伝分析に

加えた（Fig. 1）．
mtDNA 分析　100% エタノールに保存された組

織標本から粗全 DNA を Genomic DNA Purification 
kit（プロメガ，東京）を用いて抽出した．PCR
法 に よ り，mtDNA の NADH 脱 水 素 酵 素 サ ブ ユ
ニット 1 遺伝子（ND1）およびシトクロム b 遺伝
子（cytb） 領 域 を 増 幅 し， 自 動 DNA シ ー ケ ン
サー（GA3130xl；アプライドバイオシステムズ，
Foster City，CA，USA）を用いて塩基配列を決定
した．増幅に用いたプライマーは，ND1 につい
て は Leu-F-s/ca（5'-TTG CGA RAG GCC TAA GCC 
CT-3'）と ND1-30H-Tanago（5'-CCC CTA TDD KYC 
ACT CTA TCA A-3'）（三宅ほか，2007），cytb につ
い て は L14724（5'-TGA CTT GAA RAA CCA YCG 
YYG-3'）（Palumbi et al., 1991） と H15915（5'-ACC 
TCC GAT CTY CGG ATT ACA AGA C-3'）（Aoyama 
et al., 2000）であり，アニール温度は順に 50˚C と
48˚C とした．PCR には TaKaRa Ex Taq（タカラバ
イオ，大津）または GoTaq（プロメガ）を用いた．
得られた配列は国際 DNA データベース（DDBJ/
EMBL/GenBank）に登録し（登録番号 AB769503–
769519），ハプロタイプ頻度等の個体群データは
淡 水 魚 遺 伝 的 多 様 性 デ ー タ ベ ー ス GEDIMAP

（Watanabe et al., 2010a; http://gedimap.zool.kyoto-u.
ac.jp）に登録した（登録番号 P1681–1690）．

データ解析　決定された塩基配列，および DNA
データベースから得られた九州，大阪，奈良の
ニッポンバラタナゴと中国大陸および台湾のタイ
リクバラタナゴの塩基配列（Hashiguchi et al., 2006; 
Saitoh et al., 2006; 三宅ほか，2007；He et al., 2008; 
Yang et al., 2011; Hwang and Chen, 未 発 表 デ ー タ ; 
Fig. 2 参 照 ） を ND1（975 bp） と cytb（1,141 bp）
ごとにハプロタイプに整理した．若干配列長が短
い 一 部 の 引 用 デ ー タ（AB109000, 109010：1,018 
bp）については共通部分の一致性のみからハプロ
タイプの異同を判断した．ND1 のハプロタイプ名
については三宅ほか（2007）を踏襲した．データ
ベースで用いられている個体が一致していないた
め，2 領域のデータセットを別々に解析した．同
属のカゼトゲタナゴ Rhodeus atremius atremius の塩
基配列（AB543657，Miyake et al., 2011; AB109007，
Hashiguchi et al., 2006）を用いて予備的な系統解析
を行い，対象としたバラタナゴ類の系統樹の根の
位置を決定した．そして，バラタナゴ類のデータ
のみに対して，赤池情報指数に基づき，遺伝子領
域ごとに分子進化モデルを選択した．モデル選択
に は ソ フ ト ウ ェ ア jModeltest 2.1.1（Darriba et al., 
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2012）を用いた（Fig. 2 参照）．選択された分子進
化モデル（ND1，TrN + G；cytb，TIM1 + G）を用
いて，PAUP*4.0b（Swofford, 2002）による発見的
探索法（100 回のランダム配列追加）によって，
最尤系統樹を推定した．系統樹の信頼性は 200 回
のブートストラップ法（1 回のランダム配列追加
によるフル発見的探索）により評価した．ニッポ
ンバラタナゴの mtDNA と判断されたハプロタイ
プの統計的最節約ネットワーク（90% 限界）を
TCS1.21（Clement et al., 2000）により算出した．

結 　 果

瀬戸個体群からの計 22 個体の側線有孔鱗数は
いずれの個体も 0 であり，ニッポンバラタナゴの
形質に一致した．

瀬戸個体群の 13 個体は，ND1 および cytb いず
れにおいても単型的であり，順にハプロタイプ
RoK8（AB769503） お よ び H4（AB769511） の み
が得られた．比較データとともに系統解析を行っ
た結果，瀬戸個体群のハプロタイプは既知のニッ
ポンバラタナゴのものとともに明確なクレードを
形成した（ニッポンバラタナゴクレード；ブート
ストラップ確率：ND1, 98%; cytb, 90%; Fig. 2）．し
かし，両領域において，瀬戸個体群のハプロタイ

Fig. 1.　(A) Collection sites of Rhodeus ocellatus specimens. Triangle, Seto population, Seto, Okayama; 
open circles, comparative specimens of R. o. ocellatus or hybrids of R. o. ocellatus and R. o. kurumeus, 
Shijikai, Urama and Seto, Okayama; closed circles, comparative specimens of R. o. kurumeus (this study 
and DNA database); closed squares, comparative specimens of R. o. ocellatus (from DNA database). (B) A 
suspected R. ocellatus kurumeus specimen from the Seto population (not used in the present analyses); photo 
by T. Abe, 8 July 2009.
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プは大阪・奈良，そして九州のニッポンバラタナ
ゴのハプロタイプから分化していた（未補正配列
差異：ND1, 0.5–1.4%; cytb, 0.9–1.6%）．ニッポンバ
ラタナゴ内部について高いブートストラップ値が
得られた cytb の系統樹において，瀬戸個体群の
ハプロタイプは大阪・奈良個体群のものと単系統
群 を つ く り， 九 州 個 体 群 が 最 も 遠 縁 で あ っ た

（ブートストラップ確率，84%; Fig. 2）．
瀬戸個体群以外の岡山からのバラタナゴ類から

は，既知のタイリクバラタナゴのハプロタイプに
近縁なハプロタイプとともに，ニッポンバラタナ
ゴクレードに含まれるハプロタイプが高い割合で

得られた（13 個体中 7 個体，54%; Fig. 2）．後者
のうち，3 個体のハプロタイプは瀬戸個体群のも
のと同一（ND1）かごく近縁（cytb，2 塩基置換）
であったが，残りの 4 個体については既知の大
阪・奈良個体群のハプロタイプと同一かごく近縁

（1 または 2 塩基置換）であった（Fig. 2）．

考 　 察

1992 年以来管理下に置かれた瀬戸個体群は，
腹 鰭 の 色 彩， 側 線 有 孔 鱗 数 な ど の 形 態 お よ び

Fig. 2.　Maximum likelihood haplotype trees of Rhodeus ocellatus (upper) and statistical parsimony networks of the R. o. 
kurumeus clade (below) for the mitochondrial ND1 (A) and cytb sequences (B). The maximum likelihood trees were inferred 
based on the following models selected by AIC: ND1, TrN + G model with base frequencies of A = 0.2594, C = 0.2767, G = 
0.1689 and T = 0.2950, a substitution matrix of A↔C = A↔T = C↔G =1.000, A↔G = 44.5415 and C↔T = 18.0028, and 
Gamma shape = 0.2040; cytb, TIM1 + G model with base frequencies of A = 0.2696, C = 0.2744, G = 0.1522 and T = 0.3038, 
a substitution matrix of A↔C = 1.0000, A↔T = C↔G =1.9805, A↔G = 23.4955 and C↔T = 11.7374, and Gamma shape 
= 0.1270. Arrows indicate the root position determined by the outgroup (not shown). “0” in the haplotype networks indicates 
a hypothetical haplotype not detected in the analysis; lines connecting haplotypes indicate one mutation step. *Haplotypes 
detected by the present analysis; k, number of specimens in the suspected R. o. ocellatus populations; o, number of specimens 
in the R. o. ocellatus or hybrid populations.
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mtDNA 塩基配列の特徴がニッポンバラタナゴに
一致した．過去の部分的な交雑の有無については
核ゲノムの詳細な調査が必要である．しかし，こ
の個体群の管理に至る経緯においてタイリクバラ
タナゴの侵入の可能性が小さかったことも考慮す
ると，本個体群が純粋なニッポンバラタナゴであ
る蓋然性はかなり高いといえる．これは岡山県お
よび山陽地方における本亜種の 1990 年代前半以
来の唯一の公式な生息記録となる（河村，2003；
加納ほか，2005）．

瀬戸個体群は，mtDNA において，他の主要な
地域個体群から程度は小さいながら明確な分化を
示した．山陽地方の個体群が琵琶湖・淀川水系の
個体群と分化を示しながらも近い関係にあり，九
州個体群がより遠縁であるような個体群構造は，
ゼゼラ Biwia zezera（Watanabe et al., 2010b）におい
てもみられる．このような地域固有性と個体群構
造は，瀬戸個体群が山陽地方の在来個体群である
ことを支持する．

現在近隣の旭川水系や吉井川水系に生息するバ
ラタナゴ類には，腹鰭に白縁が見られる個体が多
く認められ（著者ら，個人的観察），本調査にお
いて，ニッポンバラタナゴとタイリクバラタナゴ
のものと考えられる両タイプの mtDNA がみいだ
された．周辺地域から瀬戸個体群のものと同一ま
たはごく近縁なハプロタイプが検出されたこと
は，現在岡山平野に広く生息するバラタナゴ類
が，在来個体群とタイリクバラタナゴの交雑群と
なっていることを示す．さらに，それらから大
阪・奈良地域から報告されているニッポンバラタ
ナゴのハプロタイプも検出された．これは，もと
もと岡山の在来個体群にそれらのハプロタイプが
存在していた可能性と，大阪・奈良地域のニッポ
ンバラタナゴあるいはその mtDNA をもったタイ
リクバラタナゴとの交雑群が近年岡山にもち込ま
れた可能性がある．ただし，山陽地方の魚類相お
よび個体群構造における地域固有性や（坪川，
1 988；Watanabe et al., 2010b; Watanabe, 2012），タイ
リクバラタナゴの広範囲にわたる出現，そしてそ
れが琵琶湖産のアユ種苗に混入して導入されたと
考えられるいくつかの状況証拠（長田，1980；比
婆科学教育振興会，1994）を考慮すると，人為的
な導入の結果と考えるのがもっともらしいと思わ
れる．今後，瀬戸内海の対岸に残存する香川県の
ニッポンバラタナゴ個体群（白井ほか，2009）も
含め，本亜種の全体的な個体群構造や遺伝的撹乱
の実態の解明が望まれる．

山陽地方において，純粋と考えられるニッポン
バラタナゴ個体群は，公式には瀬戸個体群以外に
知られていない．瀬戸個体群も，元の生息地（溜
池）は 20 年前に失われ，現在，タイリクバラタ
ナゴが不在の池や水槽で個人的に小規模な継代飼
育がなされているにすぎない．本調査から，継代
飼育個体群は mtDNA レベルですでに単型的と
なっていると考 えられ，核ゲノムにおける遺伝的
多様性の低下やそれによる近交弱勢も懸念され
る．本調査の試料採取を行った水槽での飼育個体
群は 2012 年に原因不明で大半が死亡し，例年稚
魚が確認されていた池においても 2012 年は本亜
種の確認ができなかった．また，これまで危険分
散のために複数ヶ所で個人的な継代飼育がなされ
てきているが，飼育管理の現状や現存する個体数
などは十分に把握されておらず，いずれも脆弱な
小個体群だと思われる．この貴重な山陽地方の在
来ニッポンバラタナゴ個体群を保全するために
は，奈良県のニッポンバラタナゴ個体群（奈良
県，2011），あるいはミヤコタナゴ Tanakia tanago
や イ タ セ ン パ ラ Acheilognathus longipinnis な ど で
行われているように（Kubota et al., 2010；小俣ほ
か，2011；上原，2011），早急で計画的な系統保
存が必要である．さらに，それらの管理個体群を
用いて，タイリクバラタナゴなどの侵入リスクの
低い野外環境に再導入・保全導入を実施すること
により，野外個体群の再確立を目指すべきであ
る．そのためには，今後，保全団体や研究機関，
行政，地域を含む関係者間の連携が必須である．
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