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富山県で初確認されたタイリクバラタナゴとヤリタナゴの交雑個体
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要約：氷見市朴木川上流部において、タイリクバラタナゴとヤリタナゴ両種の形質を示す交雑個体が富
山県で初確認された。交雑個体の側線有孔鱗数は両種の中間的な形質（側線有効鱗数は 8 ）を示し、両
種の交雑個体の判別基準になるものと考えられる。朴木川においてはヤリタナゴとタイリクバラタナゴ
の繁殖環境が重複しているため、両種間で繁殖干渉が生じる可能性がある。今後は両種の繁殖や交雑の
様式を調べてタイリクバラタナゴによる繁殖干渉の影響を把握すると共に、当該河川におけるタイリク
バラタナゴの防除手法の考案が必要である。

はじめに
　種分化は、地理的隔離などの生殖隔離により生
じると考えられている（Mayr, 1963）。一方で交雑
は一般に種分化に逆行するものであり、分類群に
よっては種の絶滅を生じさせることもある（Levin 
et al., 1996; Allendorf et al., 2001）。近年、輸送手
段の進歩にともない、動植物の移送が大規模かつ
頻繁に行われるようになった結果、外来種の移植
による交雑が年々増えつつある（Rhymer and 
Simberloff, 1996）。外来種が侵入した際、生殖的
隔離が不完全な近縁種（在来種）が存在する場合、
両種の交雑を生じやすく（Coyne and Orr, 2004）、
場合によっては遺伝子浸透や繁殖干渉により在来
種の絶滅につながる場合もある（Levin et al., 1996; 

Allendorf et al., 2001; Konishi and Takata, 2004a; 
河村ほか，2009）。
　富山県には在来種として 3 種のタナゴ類が生息
する（イタセンパラ：Acheilognathus longipinnis；
ミナミアカヒレタビラ：Acheilognathus tabira 
jordani；ヤリタナゴ：Tanakia lanceolata）。環境
省レッドデータブックはそのうちイタセンパラと
ミナミアカヒレタビラを絶滅危惧ⅠＡ類に、ヤリ
タナゴを準絶滅危惧に指定しており（環境省，
2015）、富山県においてはこれら 3 種を絶滅危惧Ⅰ
類に指定している（富山県，2012）。このように、
富山県に生息する在来タナゴ類 3 種はいずれも近
年減少傾向が著しい種となっている。
　富山県に生息する 3 種の在来タナゴ類に共通す
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る脅威として、国外外来タナゴ類であるタイリク
バラタナゴRhodeus ocellatus ocellatus との競合
が生じていると報告されている（富山県，2012）。
しかしながら、これまでタイリクバラタナゴが県
内に生息する在来タナゴ類に及ぼす影響について
調べられた報告はほとんどない。
　タイリクバラタナゴは繁殖力が高く（長田，
1980）、ニッポンバラタナゴRhodeus ocellatus 
kurumeus との交雑による遺伝子浸透が近畿、山
陽の広い地域、香川県、九州の一部の地域で確認
され大きな問題となっている（Kawamura et al., 
2001a, b；三宅ほか，2008；吉田・池田，2012；
阿部ほか，2013）。その他にも、在来タナゴ類との
餌資源や産卵母貝を巡る競争が示唆されており
（北村，2008）、タイリクバラタナゴが増えた地域
でゼニタナゴAcheilognathus typus やミヤコタナ
ゴPseudorhodeus tanago が減少した事例もある
（勝呂，1995；望月，1997）。これらのことから、
タイリクバラタナゴは生態系被害防止外来種リス
トにおいて、「重点対策外来種」に指定されてお
り、生態系に甚大な被害が予想されるため、対策
の必要性が高い種に指定されている（環境省・農
林水産省，2015）。
　近年、富山県氷見市において、タイリクバラタ
ナゴとミナミアカヒレビラの両種の形態的特徴を
示す個体が確認され（幾世橋，2016）、交雑による
在来タナゴ類への影響が危惧されているものの、
その詳細については不明な点が多い。
　本報告では、2019年 9 月に氷見市の万尾川水系
朴木川上流部におけるタナゴ類調査に際し、タイ
リクバラタナゴとヤリタナゴの両種の形態的特徴
を示す個体（以下、未同定個体；図 1 ）が確認さ
れたので、その詳細について報告する。

図 1　確認された未同定個体

調査方法
⑴　調査地の概要
　本報告において、調査を行った万尾川水系は水
田用水路として利用されている小規模河川であり、
万尾川水系周辺は、集水域の約40%が水田として
利用されている（Nishio et al., 2015, 2016, 2017, 
2020）。
　本調査において、交雑個体が確認された調査地
（図 2 ）は、下流部にゴム堰が設けられており、幅
は70㎝の 3 面コンクリートのＵ字溝であり、水深
は12㎝および流速は0.93㎝/secであった。なお、 
調査地の底質はコンクリートであり、ヤリタナゴ
の他に、在来魚種としてタモロコGnathopogon 
elongatus elongatus およびモツゴPseudorasbora 
parva 等が生息し、国外外来魚種ではタイリクバ
ラタナゴが生息している。

図 2　調査地（万尾川水系朴木川上流部）
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⑵　調査方法
　朴木川上流部におけるタナゴ類の個体数を明ら
かにするために、餌（サナギ粉）をいれたセルビ
ン（幅15㎝、長さ26㎝、高さ15㎝、開口部直径 
 3 ㎝）を 1 時間設置してタナゴ類を採集し個体数
を記録した。なお、捕獲された両種はそれぞれ最
大10個体の雄を持ち帰り、外部形態の計測および
記録を行い、合わせて体長体高比を算出した。

⑶　形態的特徴の計測および記録
　捕獲されたタナゴ類の外部形態については、非
計数形質および計数形質を明らかにした。非計数
形質については、日本のコイ科魚類（中村，1969）
を参考に、背鰭、臀鰭、尾鰭、胸鰭、腹鰭および
眼の色彩について記録した。計数形質については、
日本産魚類検索 全種の同定（中坊，2013）を参考
に、タナゴ類の分類に有効であるとされる背鰭軟
条数、臀鰭軟条数および側線有孔鱗数を計測し、
体長体高比を算出した。

結　果
⑴　タナゴ類相
　タナゴ類として、タイリクバラタナゴが合計41
個体（雌19個体、雄22個体）採集され、ヤリタナ
ゴが合計77個体（雌28個体、雄49個体）採集され
た。さらに、未同定個体が 1 個体（雄）採集され
た。

⑵　非計数形質
　タイリクバラタナゴおよびヤリタナゴ各10個体
の非計数形質である背鰭、臀鰭、尾鰭、胸鰭、腹
鰭および眼の色彩について、中村（1969）と照合

したところ、既存文献との間に形質の違いは認め
られなかった。
　一方で、未同定個体は、背鰭、尾鰭、胸鰭およ
び腹鰭にはヤリタナゴの形質、眼にはタイリクバ
ラタナゴの形質、臀鰭にはタイリクバラタナゴと
ヤリタナゴ両種の形質が確認された（表 1 ）。

⑶　計数形質
　タイリクバラタナゴ10個体の背鰭軟条数は平均
11.2±0.6（範囲：10－12）、臀鰭軟条数は10.8±0.6
（10－12）、側線有孔鱗数は4.3±0.8（ 3 － 5 ）およ
び体高体長比は0.44±0.22（0.42－0.49）であった。
　ヤリタナゴ10個体の背鰭軟条数は平均8.1±0.3
（ 8 － 9 ）、臀鰭軟条数は8.8±0.4（ 8 － 9 ）、側線
有孔鱗数は35.4±0.7（35－37）および体高体長比
は0.32±0.01（0.31－0.34）であった。
　一方で、未同定個体は、側線有孔鱗数が 8 およ
び体長体高比が0.39であり、タイリクバラタナゴ
とヤリタナゴの中間の側線有孔鱗数および体長体
高比を示した。加えて、背鰭軟条数は10、臀鰭軟
条数は11であり、タイリクバラタナゴと同様の背
鰭軟条数と臀鰭軟条数を示した（図 3 ）。

⑷　未同定個体の判定
　未同定個体は、タイリクバラタナゴとヤリタナ
ゴ両種の形態的特徴を示し（表 1 、図 3 ）、タイリ
クバラタナゴとヤリタナゴの中間の側線有孔鱗数
および体長体高比を示したことから（図 3 ）、未同
定個体はタイリクバラタナゴとヤリタナゴの交雑
個体（以下、交雑個体）と考えることが妥当であ
る。

表 1　未同定個体、タイリクバラタナゴおよびヤリタナゴとの非計数形質の比較

バラタナゴ形質 ヤリタナゴ形質

背鰭 前上部に三日月形の淡紅色斑を有する 前上縁に朱赤色帯を有する ○

臀鰭 ややくすんだ紅赤色で縁部は細い黒色 基部は淡灰黒色帯で縁部は朱色帯 ○ ○

尾鰭 淡灰色で基部に濃い赤色を呈する 淡黄灰色 ○

胸鰭 ややくすんだ灰赤色 淡灰黒色 ○

腹鰭 蒼白色の不透明部を有する 蒼白色の不透明部は無い ○

眼 朱色を呈する 朱色は呈さない ○

表1

形質 タイリクバラタナゴ（中村，1969） ヤリタナゴ（中村，1969）
未同定個体

中村（1969）では、タイリクバラタナゴの形質について、腹鰭以外はニッポンバラタナゴとほぼ同様と書かれていることから、腹鰭以外の形質については、ニッポンバラタナゴの形質を記載した。
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考　察
　タイリクバラタナゴと在来タナゴ類との交雑に
ついては、ニッポンバラタナゴ（三宅ほか，2008）
やアブラボテTanakia limbata（稲留・山本，2012）
において報告されており、全国的な問題となって
いる。一方で、これまでタイリクバラタナゴとヤ
リタナゴの交雑については、少なくとも富山県内
においては報告されていない。これらのことから
本報告は、富山県内におけるタイリクバラタナゴ
とヤリタナゴの交雑を示した初めての知見となる。
　本研究において確認された交雑個体の側線有孔
鱗数は 8 であり、タイリクバラタナゴ（ 3 － 5 ）
とヤリタナゴ（35－37）の間の値となった。側線
有孔鱗数は、魚類において複数の量的形質遺伝子
座（quantitative trait locus: QTL）に支配された
形質であることが知られており（Nichols et al., 
2004）、タイリクバラタナゴとニッポンバラタナゴ
の交雑個体においても側線有孔鱗数は両亜種の中
間的な形質になる（三宅ほか，2008）。したがっ
て、タナゴ類は体形や色だけでなく、側線有孔鱗
数も計数することで、効果的に外部形態から交雑
個体を判別できる可能性がある。
　タイリクバラタナゴとヤリタナゴにおける交雑
に関する研究では、交雑試験が行われており、生
存率は非交雑個体と比べて低いものの、交雑個体
は生存する（Kawamura and Hosoya, 2000）。ま
た、正逆交配いずれにおいても交雑個体のほとん

どが雄になり、繁殖能力を持たない（Duyvené de 
Wit, 1961;  鈴木，1965；Kawamura and Hosoya, 
2000）。雌の交雑個体においても生殖細胞が成熟し
ないため繁殖能力は確認されていない（Kawamura 
and Hosoya, 2000）。このことから遺伝子浸透が生
じる可能性はないものと考えられる。
　一方で、タイリクバラタナゴによるヤリタナゴ
への繁殖干渉が生じている可能性がある。モツゴ
とシナイモツゴPseudorasbora pumila では、モツ
ゴの雄がシナイモツゴの雌と交雑する交雑の方向
性と、モツゴの雄がシナイモツゴの雄に対して優
位であることから非対称型交雑が生じ、繁殖干渉
により最終的にシナイモツゴがモツゴに置き換わっ
てしまう（Konishi and Takata, 2004b；小西・高
田，2005）。タナゴ類においては、繁殖干渉による
交雑のメカニズムがほとんど解明されていないも
のの、万尾川においてはタイリクバラタナゴの雄
がイタセンパラの雌を産卵誘導する例が観察され
ており、タイリクバラタナゴの雄が産卵前放精し、
イタセンパラの雌が産卵に失敗する行動が確認さ
れている（川上ほか，論文投稿中）。このことか
ら、今後はタイリクバラタナゴとヤリタナゴの繁
殖や交雑の様式を詳細に調べることで、タイリク
バラタナゴによるヤリタナゴへの繁殖干渉の影響
を精査する必要がある。
　交雑については外来種と在来種の繁殖場所のマ
イクロハビタットの違いが在来種の存続に影響す
る（河村ほか，2009）。特に、本調査地の朴木川上
流部は、産卵母貝となる二枚貝の個体数が少なく
（Nishio et al., 2016, 2017）、二枚貝の分布が局在的
であるため、ヤリタナゴおよびタイリクバラタナ
ゴの繁殖期になると両種がまとまって捕獲される
（川本ほか，未発表）。これらのことから，本調査
地においては，両種の繁殖環境が重なっているこ
とが考えられ、ヤリタナゴの生息に影響を及ぼす
恐れがある。
　タイリクバラタナゴの駆除方法として、規模の
小さな湖沼や池等の閉鎖的な水環境であれば、水
抜きによる駆除が現実的である（白井ほか，
2009）。しかしながら、河川に一度侵入してしまっ
たタイリクバラタナゴを根絶することは、繁殖力

図 3　未同定個体、タイリクバラタナゴおよび
　　  ヤリタナゴとの計数形質の比較
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の高さという性質も合わさり非常に困難で非現実
的である。調査河川である朴木川はゴム堰により
全体的に止水化しており、調査を行った箇所の流
速は0.93cm/secであった。タイリクバラタナゴは
止水を選好し（Kawamura et al., 2001b）、一方で、
ヤリタナゴは流水を選好する（Kitamura, 2007）。
これらのことから、今後、ゴム堰を調整する等の
方法で流水環境を創出することができれば、流水
性のヤリタナゴの保全および止水性のタイリクバ
ラタナゴの防除につながるかもしれない。
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