
アブラハヤPhoxinus lagowskii steindachneriは
コイ目コイ科ウグイ亜科に属し，河川の上

流から中流域，山地の湖沼，湧水地などに生息す
る一次淡水魚である（中村，1969;  板井，2001）．
本亜種は日本国内では本州の東日本を中心に，青
森県から福井県（日本海側）および岡山県（太平
洋・瀬戸内海側）にかけて分布する（板井，2001）．
また，小島・疋田（1979）は北海道石狩市を流れ
る厚田川（Fig. 1）から本亜種の生息を報告し，
これを琵琶湖産のアユPlecoglossus altivelis altivelis

の種苗を放流した際に混入し，定着した個体群で
あるとした．

2007年 6月に著者の 1人である三上によって，
北海道の南部を流れる安野呂川（厚沢部川水系）

でアブラハヤが釣獲された．その後，2007–2009

年の3年間にわたり調査を行った結果，本亜種は
本河川に定着していると判断された．ここでは，
得られた標本の形態特徴と同定の根拠を記すとと
もに，生息環境および移入の経緯などについて報
告する．

材 料 と 方 法

本研究では 151個体のアブラハヤを採集した．
これらはすべて北海道檜山郡厚沢部町の安野呂川
において，2007年6–7月には清水集落付近（地点
A）にて，2008年5–8月および2009年4月には滝
野集落付近の安野呂頭首工下部（地点B）にて，
釣りとタモ網によって採集された（Fig. 1）．標本
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Abstract One hundred and fifty one specimens of the Amur minnow Phoxinus
lagowskii steindachneri were collected from the An’noro River, Assabu, southern
Hokkaido, Japan, from 2007 to 2009. Previously recorded primarily from eastern
Honshu Island in Japan, the subspecies has hitherto not been recorded from south-
ern Hokkaido. Its occurrence in the An’noro River is most likely to have resulted
from artificial introductions, together with Ayu (Plecoglossus altivelis altivelis)
from Lake Biwa, from the mid 1980’s to 1995, since which time the former has be-
come established.
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は10%ホルマリンで固定後，50%イソプロピルア
ルコールに置換され，北海道大学総合博物館魚類
標本（HUMZ）として登録・所蔵された．
標本の計数・計測方法は Hubbs and Lagler

（1958）に従い，観察は肉眼および実体顕微鏡下
で行った．計測はノギスとディバイダーを用いて
0.1 mm単位まで行い，脊椎骨数の計数には軟X線
写真を用いた．なお，形態特徴の記載には35個体
を用いた．また，標準体長をSL，頭長をHLとし
て示した．

Phoxinus lagowskii steindachneri 
Sauvage, 1883
アブラハヤ
（Fig. 2）

記載標本 HUMZ 199278，HUMZ 199281，HUMZ 

199793，3個体，77.7–109.5 mm SL，地点A，水
温不明，2007年6月21日；HUMZ 199794–199797，
HUMZ 199799–199802，HUMZ 199804，9個体，
59.6–103.0 mm SL，地点A，水温不明，2007年 6

月30日；HUMZ 200190–200194，HUMZ 200196，
UMZ 200197，HUMZ 200199，HUMZ 200202，9

個体，64.3–106.5 mm SL，地点A，水温不明，2007

年 7月 24日； HUMZ 202338， HUMZ 202344，
HUMZ 202349，HUMZ 202361，HUMZ 202362，
HUMZ 202364，HUMZ 202381，HUMZ 202385，
8個体， 55.0–113.3 mm SL，地点 Bv水温 19°C，

2008年5月17日；HUMZ 203152，HUMZ 203168–

203170，4個体，44.1–53.5 mm SL，地点B，水温
18.5°C，2008年8月6日；HUMZ 203242，1個体，
60.6 mm SL，地点 B，水温不明，2008年 8月 13

日；HUMZ 204554，1個体，78.2 mm SL，地点B，
水温5–7°C，2009年4月4日．
記載 体節的形質：背鰭鰭条数 iii，7；臀鰭鰭
条数 iii，7；胸鰭鰭条数 i，13–16；腹鰭鰭条数
i，6–8；尾鰭鰭条数 i，9，7–8， i；側線鱗数
74–89；側線上方横列鱗数 20–25；側線下方横列
鱗数 10–13；鰓耙数 1–2�4–7�6–9；脊椎骨数
23–25�17–19�40–43．
各部位の相対長（% SL）：頭長 24.2–28.0；体
高 18.6–23.6；尾柄長 23.9–27.3；背鰭前長
51.3–56.0；臀鰭前長 62.4–67.5；胸鰭前長 23.2–

28.0；腹鰭前長 46.7–51.4；背鰭基底長 11.3–

14.0；臀鰭基底長 9.9–12.5；背鰭最長鰭条長
15.1–20.8臀鰭最長鰭条長 12.2–15.8；胸鰭長
15.12.6–15.2；尾鰭長 22.5–27.5．（%HL）：頭幅
44.2–54.9；上顎長 28.4–36.0；吻長 28.8–36.9；
眼径 19.3–29.8；両眼間隔 23.6–30.7；尾柄高
40.0–48.9．
体は側扁し，伸長する．体高は低く，腹鰭基部
付近で最大になる．後頭部の傾斜は緩い．腹部の
下縁は丸味を帯びる．吻は上顎前端よりも突出し，
特に成熟した雌では著しく伸長する．口は亜端位
で，口裂は直線状を呈する．上顎前端は下顎前端
よりも前方に位置する．口の周りにひげはない．
喉部はなめらかで，一様に緩やかな弧を描く．眼
は円形で，その上縁は吻端の高さよりも上方に位
置する．腹鰭起部は背鰭起部下より前方に位置し，
臀鰭起部は背鰭基底後端のほぼ直下に位置する．
背鰭と臀鰭に鋸歯縁のある鰭条はない．尾鰭後縁
は深く切れ込む．鱗は小さい．側線鱗は完全で，
尾柄部後端に達する．喉部から腹鰭起部にかけて
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Fig. 1. Map showing the Atsuta River and Assabu
River System. Solid circles indicate sampling sites in
the An’noro River.

Fig. 2. Lateral view of Phoxinus lagowskii stein-
dachneri, HUMZ 202361, 111.6 mm SL, Site B,
An'noro River, Assabu, southern Hokkaido.



鱗に広く被われる．鰓耙は太く，短い．
生鮮時の体色：頭部および体部の背縁は黒色を
呈し，腹方へ下るに従って淡銅色，黄褐色へと変
化し，腹縁付近では黄色味を帯びた銀白色となる．
体側の中央を1本の黒色縦帯が走り，この縦帯は
腹鰭起部上方付近より前方でやや不明瞭となる．
頭部と体部の腹方の淡色部に不明瞭な小黒色斑が
散在する．各鰭の鰭膜は黄褐色を呈し，背鰭と尾
鰭の鰭条は褐色味を帯びる．尾鰭基底部に黒色斑
が1個存在する．
同定の根拠 本標本は口の周りにひげがないこ
と，眼の上縁は吻端の高さよりも上方に位置する
こと，臀鰭起部が背鰭基底後端のほぼ直下に位置
すること，体腹の下縁が丸味を帯びること，臀鰭
分枝軟条数が7であること，側線鱗数が74–89で
あることなどの特徴でヒメハヤ属Phoxinusに含ま
れる（宮地ほか，1976;  細谷，2000）．さらに，本
標本は頬部から腹鰭起部にかけて広く鱗に被われ
ること，吻端が上顎よりも前方に突出すること，
体側に1本の明瞭な黒色縦帯があること，側線上
方横列鱗数が20–25であること，尾柄高が頭長の
40.0–48.9%であることなどの特徴からアブラハヤ
によく一致する（細谷，2000;  Skelton, 2001; Kot-

telat, 2007など）．
これまで本亜種を扱った分類学的研究は盛んに
行われており，近縁亜種タカハヤ Phoxinus oxy-

cephalus jouyiとの関連性など，さまざまな分類学
的問題が示されてきた［概略は藤田・細谷（2003）
で述べられている］．本研究はアブラハヤの分布域
について報告するものであるため，これらの分類
学的問題についての検討は行わない．なお本研究
では，本亜種の学名として，近年の日本の研究者
の多くが用いるPhoxinus lagowskii steindachneriを
あてた．
分布（日本国内） 福井・岡山より以東の本州

（板井，2001）．北海道の厚田川および安野呂川
（小島・疋田，1979;  本研究）．
生息環境 本研究では，安野呂川の2地点でア
ブラハヤを採集した．清水集落付近（地点A）は
可児（1944）の河川形態型に従うとAa–Bb移行型
を示し，採集を行った2007年6–7月では，本亜種
は水深1 m程度の淵で群泳しているのが確認され
た．安野呂頭首工（地点B）では，5月と8月の調
査の際には，頭首工下部にほぼ止水状態のプール
（水深70 cm程度）が形成され（Fig. 3），そこに無
数のアブラハヤが生息していた．4月上旬は雪融
けの影響で増水するため，比較的流れの緩い支流

（意養川）との合流部付近にて生息を確認した．
なお，本亜種が採集された2カ所ではほかに，カ
ワヤツメ Lethenteron japonicum，スナヤツメ L.

reissneri，アユ，サクラマスOncorhynchus masou

masou，アメマス Salvelinus leucomaenis leucomae-

nis，ウグイ類Tribolodon spp.，ドジョウMisgurnus

anguillicaudatus，イバラトミヨPungitius pungitius，
カジカ類Cottus spp.，ウキゴリ類Gymnogobius spp.，
ルリヨシノボリRhinogobius sp. COなどが確認され
た．
備考 聞き取り調査によって，アブラハヤは今
から15年ほど前から安野呂川で確認されているこ
とが明らかになった（高橋ほか，私信）．したがっ
て，本亜種は本河川の在来生物ではなく，外部か
ら移入された外来生物と判断される．外来生物
（ここでは魚類）が導入される要因として，意図的
導入と非意図的導入がある（松沢・瀬能，2008）．
これらのうち，意図的導入には主に遊漁・漁業目
的による導入や飼育魚の遺棄が含まれるが，本亜
種はあまり食用にはされておらず，遊漁や観賞魚
の主対象となる魚類でもない．したがって，本亜
種が意図的に導入されたとは考えにくく，非意図
的に導入されたと推測される．国内外来魚（特に
北海道に生息する種類）では，他種を放流した際
に混入し，定着した例が多く知られる（板井 ,

2001;  北海道，2004;  松沢・瀬能，2008）．聞き
取り調査によると，これまでに安野呂川が含まれ
る厚沢部川水系では，ニジマス，アユおよびカワ
ヤツメの増殖や放流事業が行われてきた．これら
のうち，ニジマスは厚沢部川の支流である鶉川中
流部の鶉ダム（Fig. 1）より上流部に受精卵が導入
されたのみである．また，カワヤツメは親魚に厚
沢部川水系産の個体を用いているため，ニジマス
やカワヤツメの放流の際にアブラハヤが混入した
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Fig. 3. Habitat (Site B) of Phoxinus lagowskii stein-
dachneri in the An’noro River. Arrows indicate col-
lected points of the specimens.



可能性はないか，または非常に低い．一方，アユ
の種苗放流は1980年代半ばから始まり，1995年
までの約10年間は琵琶湖産の種苗が持ち込まれ，
直接河川に放流された．その後，厚沢部川水系で
はおよそ2000年までは宮城県産の種苗が，現在は
秋田県産の種苗が放流されている（高橋ほか，私
信）．アブラハヤは15年ほど前から確認されてい
るので，この時期に該当するアユ種苗は琵琶湖産
である．なお，同時期には，厚沢部川からオイカ
ワZacco platypusの生息も確認されており，このオ
イカワは琵琶湖産アユ種苗に混入したと考えられ
ている（北海道，2004）．これらのことから，15

年前に確認された安野呂川のアブラハヤは琵琶湖
産アユ種苗に混入したと推察される．さらに，
1995年以降のアユ種苗（宮城県産と秋田県産）は
放流前に混入種の有無が確認されており，種苗に
アブラハヤが混入する可能性は非常に低い（高橋
ほか，私信）．したがって，現在河川に生息してい
るアブラハヤ個体群は琵琶湖産移入個体の子孫で
あると考えられる．
厚沢部川水系でのアユの放流時期は例年6月中

旬であり，本研究で4–5月に採集した個体はすべ
て越冬個体である．さらに本研究では，アブラハ
ヤの産卵シーズンの最盛期である6–8月に多くの
産卵直前の完熟個体を確認した．したがって，本
亜種は導入されて以降，再生産に成功し，その個
体群を維持してきたことは明白である．以上から
本研究では，本亜種は安野呂川に完全に定着して
いると断定した．
アブラハヤは獰猛な魚食性魚類ではないため，
在来の魚類に対する直接的な捕食の影響はほとん
どないと考えられる．しかし，餌や生息環境の
ニッチが重複するウグイ類とはそれらをめぐる競
争が起こっている可能性が非常に高く，実際，安
野呂川のウグイ類は近年減少傾向にあり，かわり
にアブラハヤが増加しているとの意見もある（坂
本, 私信）．また，北海道の道央以北から以東にか
けては本亜種と同属で，準絶滅危惧種（NT）と
して指定されているヤチウグイPhoxinus percnurus

sachalinensisが分布するが，現在までに，道央の
石狩川水系でアユとヤチウグイの混生が報告され
ており，本水系のアユの一部は琵琶湖産種苗が導
入されていることが明らかになっている（高山ほ
か，2002;  後藤，2003）．石狩川水系でのアブラハ
ヤの分布は不明だが，アブラハヤがヤチウグイの
分布域に侵入すると，ヤチウグイ個体群が大きな
影響を受ける可能性があるため，本水系での詳細

な調査が望まれる．
釣り人に対する聞き取り調査の過程で，今回ア
ブラハヤの定着が確認された安野呂川以外にも，
厚沢部川水系の他河川でも本亜種と思われる魚類
が採捕されていることが明らかになった．した
がって，本亜種の分布は水系内全域に拡大しつつ
あると思われる．今後，厚沢部川水系の水生生物
の資源動態をモニタリングしていくとともに，本
水系産の生物の移動には十分留意する必要があ
る．
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