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Abstract The biogeography of freshwater fishes in Japan was reviewed in terms
of achievements and perspectives. In the last three decades, biogeographic studies
have changed from earlier descriptions of the freshwater fish fauna, based on the
Linnean classification system, to phylogenetic approaches using various molecular
markers. Especially, the phylogeographic approach, which explores the formation
of geographic distribution patterns of genealogical lineages within species, has be-
come predominant. Analyses of genuine freshwater fishes have disclosed their spe-
ciation and dispersal patterns throughout temperate East Asia since the Neogene,
along with the formation of the Japanese Archipelago. In particular, molecular
clocks of mitochondrial DNA have played an important role in examinations of
biogeographic relationships between the Japanese Archipelago and Chinese conti-
nent/Korean Peninsula, and vicariance by Fossa Magna in central Honshu Island.
Patterns of range expansion through the sea and landlocking in cold-temperature
euryhaline fishes have indicated their speciation and distribution dynamics under
the fluctuating climatic conditions of the Plio-Pleistocene. Likewise, phylogeo-
graphic implications of unusual biological entities arising from interspecific hy-
bridization or gynogenesis have been discussed. Nevertheless, despite the em-
phases given to some groups, the present knowledge of phylogeographic patterns
of Japanese freshwater fishes is for the most part still insufficient for quantitative
analyses of the overall history of the freshwater fish fauna and geographic regions
of Japan. Improved research techniques and methodologies for the integration of
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世界各地の生物相はそれぞれ固有であり，多
様である．生物地理学は，地域生物相・群

集の固有性と多様性の実態を明らかにし，その歴
史的起源を科学的に解明しようとする分野であり，
生物体系学を時間的・空間的に展開する統合的な
自然史科学である．
生物地理研究において，淡水魚類が担ってきた
役割は大きい．淡水魚類とは，広義には生活史の
少なくとも一時期を淡水域で過ごす魚類である
（後藤，1987参照）．淡水魚は基本的に淡水系にそ
の分布・分散が制限され，地史と生物相形成の歴
史的関連を論じるのにきわめて適した対象である
(Lindberg, 1972)．さらに生態や生活史特性によっ
てその分布域形成機構には大きな違いがあり，近
縁種群の生活史進化にともなった分布域形成パ
ターンの比較など，進化生物学的に価値の高い研
究を生み出してきた（後藤，1987; Avise, 2000;

McDowall, 2001）．生物地理学は，従来の生物相
の比較から，近年では構成種の系統関係を明示的
に組み入れた方法 (Rosen, 1978; Wiley, 1981,

1988)，さらに系統推定における分子系統学の発展
(Page and Holmes, 1998; Nei and Kumer, 2000)，分
子マーカーを用いた遺伝集団解析による種内集団
の歴史推定 (Avise et al., 1987; Avise, 2000) などを
ふまえて，理論，手法，研究例のすべてにおいて，
爆発的に発展している．この中で淡水魚類の研究
は重要な貢献を果たしてきた．日本においても，
19年前に出版された「日本の淡水魚類，その分
布，変異，種分化をめぐって」（水野・後藤，
1987）には，アロザイム等の当時の最先端の手
法・アプローチを用いた，淡水魚の進化と分布域
形成に関するきわめて意欲的な研究事例と総説が
まとめられており，それらは，その後現在に至る
までの研究の先鞭をなすものといえる．
本総説では，以上のような背景をふまえ，日本
列島とその周辺域の淡水魚類相の形成史に関する

これまでの取り組みと到達点をとりまとめ，さら
によりリアルな分布域形成の描像を得るために，
今日必要とされている研究アプローチを考えてい
きたい．まず，日本における淡水魚類相形成に関
する簡単な研究史から始め，生物地理学，特に種
内の分子系統樹をベースにした系統地理学の理論
を紹介する．また，日本列島の地質学的発達，新
第三紀以降の古地理や古環境に関して，特に淡水
魚類の分布域形成に大きな影響を与えたであろう
イベントを中心に，最新の情報をとりまとめる．
続いて，水野・後藤 (1987) の出版以降，国内外
で盛んに理論・実践研究が推し進められている分
子系統樹をベースにした歴史生物地理，特に系統
地理学の日本産淡水魚に対する適用例を紹介す
る．以上から，われわれの現在の立ち位置を明ら
かにした上で，これからの生物地理，淡水魚類相
形成，進化と適応，そして淡水魚類群集の保全に
関して考察し，展望を述べる．

日本産淡水魚類の生物地理研究

日本産淡水魚類の生物地理に関する研究は，手
法・理論などの方法論や時代背景から，大きく3

つのステージに分けられる．(1) 青柳 (1957) に総
括される生物地理区研究のステージ，(2) G. U.

Lindbergや西村三郎による，第四紀氷河期の海水
面変動および地質学的発達と淡水魚類相の階層的
比較に基づく歴史的観点を明示したステージ
（Lindberg, 1972;  西村，1974, 1980），そして (3) 系
統類縁関係の推定をベースにした歴史生物地理の
研究ステージである．
第1期：生物地理区研究 青柳 (1957) は「日
本列島産淡水魚類総説」の最後で，それまでの日
本とその周辺域における淡水魚類の生物地理区研
究を総括し，さらに特にTaranetz (1936) の議論を
下敷きにして，自身のとりまとめた最新分布情報
に基づきながら日本産淡水魚類の起源を論じてい

findings from multiple taxa and/or genes are essential. Further, evolutionary for-
mation of distributional ranges should be considered together with ecological bio-
geography, including the processes of local adaptation, interspecific interaction and
extinction. Modern day disturbances of freshwater fish distributions, including fish
transportation, are rapidly leading to artificial distribution patterns and extinctions.
Exhaustive phylogeographic analyses should be necessary as a primary require-
ment for conserving freshwater fish biodiversity in Japan.

*Corresponding author: Graduate School of Science, Kyoto University, Ki-
tashirakawa-oiwakecho, Sakyo, Kyoto 606–8502,  Japan (e-mail: watanak@terra.
zool.kyoto-u.ac.jp)
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る．青柳 (1957) あるいは同時代のOkada (1959)を
はじめ，それ以前の生物地理学的な論議には，明
瞭な歴史推定の方法論は含まれていない．しかし，
特に青柳 (1957) は，分布パターンの共通性から，
大きく“シベリア系”と“中国系”（原文：“支
那系”）の生物地理要素を認識した．そして，そ
れぞれの地域から日本列島に魚類の分散・移住が
なされることにより，日本の淡水魚類相が成立し
たと論を進め (Fig. 1A)，さらにこれを可能にした
ものとして氷期の陸橋を想定しながら，魚類相の
統合的な歴史的理解を目指している．これらの
“系”は，周辺域にその種および近縁種群の多く
が分布するかどうか，あるいはその種の生理生態
特性（温度耐性など）で判断されているようであ
る．
本来“中国系”に分類すべきナマズ目魚類を主
に汽水魚が含まれる“印度支那系”に含めている
ことや純淡水魚と通し回遊魚を区別せずに論じて
いる点，あるいは分布域形成の時間スケールを氷
河期とア・プリオリに想定するなど，青柳 (1957)

には明らかな問題が含まれる．しかし，それ以上
に今日的な興味を引く点は，分布の“パターン”
から，日本の淡水魚類が周辺域から陸橋を通して
“浸潤”してきたという“プロセス”へと，特に議

論されることなく連結していることである．これ
は，Darlington (1957) をはじめとする，いわゆる大
陸移動説が広く受け入れられる以前の生物地理学
研究における生物相成立のイメージ，つまり今日
的視点からは，“種形成の中心地center of originか
らの分散”とみなされるプロセスを反映している
と推察される（Humphries and Parenti, 1986参照）．
このような生物相成立のパターンは，空白の生物
相から始まった海洋島などでは当てはまるかもし
れない．しかし，日本列島のような周辺域と深い
つながりのある，ある程度広い地域に対してその
まま適用することは，“真空理論 vacuum theory”，
すなわち生物相を一方的に吸い込むばかりの空白
地帯を想定するものとして，批判を免れ得ない
（Humphries and Parenti, 1986;  渡辺，1999）．もち
ろんこの時代には，淡水魚類相形成において想定
すべき時間スケールやそれに関わる東アジアの地
史，そして系統類縁関係に関する情報は乏しいか，
ほとんど皆無であったので，以上の問題点は当然
の限界といえるだろう．
第2期：分類体系に基づく階層的魚類相比較

Lindberg (1972) と西村(1974, 1980) は互いに影響
を与えながら，1970年代までに，魚類相と当時ま
での地質学の膨大な情報をもとにした淡水魚類相

日本産淡水魚の分布域形成 3

Fig. 1. Hypotheses of the formation of the Japanese freshwater fish fauna. (A) Aoyagi’s (1957) hy-
pothesis of colonization routes; (B) Nishimura’s (1974, 1980) hypothesis of distributional regions of
East Asian freshwater fishes and dispersal routes.



の発達史に関する推論を行い，この分野に現在ま
で大きな影響を与え続けている．水野 (1987) は系
統や化石に関する新しい情報を取り入れて，Lind-

bergらの説からさらに踏み込み，また分かりやす
く整理した．これらの論考は，Lindberg・西村・
水野パラダイムともいえる日本産淡水魚類相の歴
史的描像を与えている．

Lindberg（1972）は，その総合と推論の目標と
して，過去における大水系を介した単一の純淡水
魚類相の存在の証明を掲げている．そこでは，地
域生物相形成が生物相の地域間共有が可能な時期
における“分散（分布拡大）”とそれを長い間不
可能にする“分断”の 2つのフェーズから成り，
その繰り返しによって固有性と共通性を含む複雑
な生物相の階層構造が生じてきたことが十分に認
識されている．それに対して，西村 (1974, 1980)

の論議は，青柳 (1957) などに共通する，幾分“分
散主義”的な言説が多い（例えば，西村，1980:

117）．しかし，彼らの方法論は基本的に共通して
おり，地理的分布パターン，種間のリンネ式階層
構造，そして氷河期における海進・海退の繰り返
しが推論の基盤となっている．
彼らの推論方法は，原著では箇所によって明示
されていたり，いなかったりするが，次のように
解釈することができる（例えば，西村，1980の第
2章）．現在隔離されている2つの地域に同種また
は分類学的に近い種が分布していたとする．両地
域に分布する種がもし同種であれば，最も近い過
去に隔離が解かれた際，一方からもう一方への分
散が生じた結果，両地域にその種が分布するよう
になったと考える．一方，同属内の別種について
は，それより1つ前の隔離の解消時に分散した祖
先種が，その後の期間に分化したとみなされ，属
レベルの分化は，さらに以前の時期に分散した祖
先種が長期間隔離された結果であると推論する．
そして，隔離の解消のための地史的イベントとし
て，第四紀の代表的な氷期（新しい方から，ヴィ
ルム氷期，リス氷期，ミンデル氷期，ギュンツ氷
期）を想定し，マッチングを行っている（西村，
1974, 1980;  水野，1987）．
このような推論はその論理性から評価され，興
味深いが，正確な自然史を描く上でいくつかの本
質的な問題を含んでいる．端的に言えば，リンネ
式分類体系は生物群間で時間的な比較を行うこと
ができるような対象ではないこと（言い替えれば，
系統を反映したものとは限らないこと），そして階
層（あるいは系統分化）と地質年代のマッチング

が任意であり，当時の想定としては最も合理的で
あったかもしれないが，結果的にその後の化石や
分子情報と大きく矛盾したものであることなどで
ある（後述）．さらに，彼らがベースとした分類体
系は，その後今日に至るまで，混乱しているのも
事実である．
しかしながら，Lindberg・西村・水野パラダイ

ムは，（結果の信頼性はともかく）日本列島の淡
水魚類相のパターンと歴史的成立プロセスを総合
的に提示するに至っている (Fig. 1B)．まず西村
(1974, 1980) は，北海道から九州までの日本列島
の純淡水魚類相が，北海道の石狩低地帯を境に北
東と南西の要素に二分され，後者はさらに本州中
部のフォッサマグナ西縁部（糸魚川–静岡構造線）
の東西で二分されることを見いだした．また，
フォッサマグナ北東部（東日本）の魚類相は，西
南部（西日本）よりも貧弱であると認識した．こ
れらの分布パターンから，アムール川の魚類相と
歴史的に関連のある北方系種と黄河の魚類相に関
連する温帯性の種を区別し，過去におけるそれら
2つの大水系と日本列島の河川が連絡したこと，
そしてそれを通じた魚類の移動分散が起こったこ
とを地史的根拠を挙げながら想定している．さら
に東・西日本の魚類相の比較から，西日本から
フォッサマグナを超えて一部の種群のみが（種の
分化を伴いながら）東日本へ進入し得たという分
布域形成プロセスを推定した．ここで想定された
時間スケールは，鮮新世後期から，特に氷河期が
含まれる第四紀更新世である（水野，1987）．

Watanabe (1998) は，日本列島における純淡水魚
の分布パターンを地域固有性の最節約分析 (parsi-

mony analysis of endemicity: PAE; Rosen, 1988) に
よって再検討し，地域魚類相の階層的類似パター
ンを明示した (Fig. 2)．この地域分岐図は地域（群）
の固有種の存在に基づくものであり，西村 (1974,

1980) が示した上記の石狩平野とフォッサマグナに
よる魚類相の変化を再現している．さらに琵琶湖–

淀川水系や九州北部に西日本の豊富な魚類相の核
が存在し，その縁辺域の魚類相はそれぞれいくつ
かの魚種を欠くことで特徴づけられることを示し
ている．PAEは生物の系統情報を用いた歴史生物
地理的方法とはいえないが，地域分岐図上での形
質（分布の有無）の変化からギギ科の化石から推
定された地域絶滅が示唆されるなど (Watanabe,

1998; Watanabe and Uyeno, 1999)，歴史的な内容も
含んでいる．PAE地域分岐図は地域間で共通する
固有種の存在を，両地域間での歴史的な魚類相交
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流の証拠と仮定し［いわゆる“仮定 0” (Zandee

and Roos, 1987; Wiley, 1988)］，現時点では，日本
列島の純淡水魚類相の歴史生物地理的な“一般パ
ターン”として位置づけることが可能であろう．
第 3 期：系統をベースにした歴史生物地理

Lindberg・西村の方法論は，今日的な見方をする
と，系統類縁関係の近似としてリンネ式分類体系
を用いた分布の種間比較である．これは，生物学
における種間比較において，系統関係の情報が不
可欠なことが現在広く認識されていることを考え
ると（Felsenstein, 1985; Harvey and Pagel, 1991;  三
中，1997），そのための概念や方法論が発達する
前夜に，鋭い洞察力の上になされた記念碑的な取
り組みであるとも評価される．逆に言えば，Lind-

berg・西村の方法論における上述の本質的な問題
は，系統類縁関係の仮説（種の枝分かれの順序と
枝の長さ）によってクリアされることが期待され
る．生物の特性を種間比較する際に系統関係の情
報が不可欠なのは，それが系統的制約をもつから
である．歴史生物地理は種あるいはその上下の系
統的実体の“分布域”という特性の比較である．
そのため，現在の生物地理学的方法が系統をベー
スとするのは理にかなっている（詳細は後述）．
歴史生物地理の方法論の発展とその適用の初期
には，系統仮説は主に形態から分岐解析によって
得られたが (Hennig, 1966; Rosen, 1978)，日本の淡
水魚類においてこのような研究はわずかである
（Sawada, 1982; Hosoya, 1986;  渡辺，1995）．代わ

りに，ほぼ同時的に，アロザイムなどのタンパク
質多型を用いた系統推定に基づく研究が展開され
始めた（例えば， Sakaizumi et al., 1980, 1983;

Nishida, 1985;  関・谷口，1985）．後者の遺伝学的
データに基づく方法は，分岐順序だけではなく，
系統樹の枝の長さや分岐年代の推定も可能である
という利点がある（後述）．

1970年代以降，系統推定に限らず，集団構造，
遺伝的多様性，種判別などの研究において，遺伝
マーカーの応用が盛んになり，日本産淡水魚類の
そのような研究は，フナ類の筋漿タンパク質の比
較に関する Taniguchi and Ichiwatari (1972) 以来，
2004年12月時点で，計220本の論文として発表さ
れている（西田ほか，1997;  渡辺・西田，2003;

渡辺，2005）．1990年代に入って，アロザイム分
析に加えてミトコンドリアDNA (mtDNA) の制限
酵素断片長多型 (RFLP) 分析あるいは塩基配列分
析による論文数が増え，同時に公表論文総数も増
加した (Fig. 3A)．同時に各種のフィンガープリン
ト法（RAPD，AFLPなど）やマイクロサテライト
分析も適用されてきた．
また，例えば日本魚類学会の年会における発表
数においても同様な傾向が示され (Fig. 3B)，1990

年前後に，カワムツZacco temminckiiやカジカCot-

tus polluxなどいくつかのグループで，従来1種と
考えられていたものが2つ以上の生物学的・系統
学的な種を含むことが遺伝マーカーによって明ら
かにされ始めた（例えば，岡崎ほか，1989;  岡
崎・小林，1992:  学会発表）．これらの研究発表
はその後の遺伝マーカーによる研究に拍車をかけ
たと考えられ，日本産淡水魚類の分類や自然史研
究は新たな局面を迎えることになった．この流れ
は現在まで10余年にわたって盛んになりつつ続い
ており，主に個別の種や近縁種群の系統や集団構
造に着目した研究が積み重ねられている．その具
体的内容については後ほどあらためて紹介・検討
するが，その前に歴史生物地理の方法と，淡水魚
類相の形成に大きく関わってきた日本列島の地史
について，新しい情報を含めてとりまとめておき
たい．

歴史生物地理の方法―系統地理学を中心に

歴史生物地理と分子系統

生物地理学は時空間的なスケールや方法論か
ら，生態生物地理学と歴史生物地理学に分けて考
えられることが多い (Humphries and Parenti, 1986;

Crisci et al., 2003)．前者は後氷期の分散・移住や
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Fig. 2. Regional division of the main islands of
Japan and nested structure of regional faunas compris-
ing genuine freshwater fishes, based on PAE analysis
(after Watanabe, 1998).



種間関係による分布域や群集の形成メカニズムを
主な対象とし，一方，後者は地質年代にわたる生
物の分布域形成を対象とする．これらが説明を試
みる生物分布の現象は実際に大きく異なることが
多いが，歴史生物地理学的なプロセスは，常に生
態生物地理学的な現象を内包しながら進行してい
ることも事実である．したがって，両者は，時間
スケールや現象によって相対的な重要性に差は
あっても，相補的な生物地理へのアプローチであ
る (Avise, 2000)．このことは，本稿で重点を置く
種内の分布域形成史を考える際に特に重要であ
る．
歴史生物地理における最も重要な概念として，

“分断 vicariance”と“分散 dispersal”がある
(Humphries and Parenti, 1986; Avise, 2000; Crisci et

al., 2003)．2つの地域の分化した集団や姉妹種が

地理的障壁（淡水魚にとっての海峡や分水嶺など）
の出現の結果，異所的に生じたことを分断とよび，
その分化の開始は地理的隔離の生じた時期と同じ
である．一方，分散は混乱のある概念である．分
断と対置される分散は，地理的隔離の出現後，一
方の地域から他方に分散能力に応じて偶発的な移
動が起こり，集団が確立するプロセスである．つ
まり，2地域の集団・姉妹種の分化の開始は地理
的隔離の時期よりも新しく，ほとんど分化がみら
れない場合もある．この各生物群における偶発的
な分散による分布域形成を想定すると，どのよう
な分布もアドホックに説明ができる．そのため，
しばしば反証可能な科学的方法論として不適とみ
なされるのは，この“分散”主義である
（Humphries and Parenti, 1986;  三中，1985, 1987）．
分断は多くの生物に同時に影響を与える共通要因
であり，それに対して，この分散はそれでは説明
できない個別要因であるという，相補的な説明仮
説とみなすことができる．一方，一般的に“分散”
としてイメージされるものには，例えば氷期の海
水準低下などにより陸地や陸水系が拡大・連結
し，その結果，淡水魚が分布域を広げるような，
地理的隔離の消失後の，基本的に生物相レベルの
分布域の拡大もある．これは geodispersal (Ron-

quist, 1997) あるいは expansion（例えば，後述の
NCPAにおいて）とよばれるものであり，日本列島
と大陸部のように連結と隔離を繰り返してきた地
域においては，分断と表裏一体の関係にある“分
散”である．この意味では“分断”と“分散”は
対立する概念ではない．
前述のように，歴史生物地理は分布の種（集団）
間比較であるとみなされ，一般に“生物学的比較”
には系統情報が重要である (Harvey and Pagel,

1991)．系統をベースにした生物地理解析は，系統
推定法と同じく，Henning (1966) の分岐解析が大
きな契機となり，その後，中米のカダヤシ科を対
象としたRosen (1978) の分断（分岐）生物地理解
析 (Nelson and Platnick, 1981; Wiley, 1981) など，こ
れまで 31の生物地理学的方法が提案されている
(Crisci et al., 2003)．これらの中には，共通要因と
しての“分断”を抽出し，地域分岐図を推定する
成分分析やブルックス節約法などとともに，分散
や分断をコスト・ベネフィットとして取り入れた
最適基準に基づくイベント・ベースな方法（例え
ば，DIVA; Ronquest, 1997）などが含まれる（平易
な解説として，Crisci et al., 2003を参照）．日本産
淡水魚類に対して明示的に歴史生物地理学的手法
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Fig. 3. Changing numbers of published works (A)
and titles at the annual meetings of the Ichthyological
Society of Japan (B), related to phylogeny, population
genetics and species identification of Japanese fresh-
water fishes, using various molecular markers. prot,
proteins (mainly allozymes); mtRFLP, restricted frag-
ment length polymorphism of mtDNA; mtseq, nu-
cleotide sequences of mtDNA; ncseq, nucleotide se-
quences of nuclear DNA; fing, fingerprinting (e.g.,
minisatellites, RAPD, AFLP); msat, microsatellites;
others, e.g., SINEs. Publications multiple-counted
when two or more kinds of markers are included (ac-
tual numbers given in parentheses).



が適用された例は，Sawada (1982) のドジョウ亜科
（科）における“種形成の中心地からの分散”シ
ナリオ（澤田，1987），あるいはWatanabe (1998)

の純淡水魚のPAE分析のみである．
一方，近年，DNA配列などの遺伝マーカーを用

いた系統推定が標準的になってきた．分子系統樹
により，種の分岐順序についての信頼性の高い推
定が行われるのに加え，相対的な枝の長さ（分岐
後の相対時間），さらに分子時計の概念を取り入
れて，絶対的な枝の長さに関する情報が生物地理
学的な推論に提供されることになった（Hunn and

Upchurch, 2001など参照）．
分子時計は，タンパク質や塩基配列の進化速度
の一定性を基礎に，進化距離を化石や地質イベン
トの情報で較正calibrationすることで得られる系統
樹のための時計である（Nei, 1987参照）．アロザ
イム分析では，Nei (1972) の遺伝距離Dについて，
1D�500万年という伝統的な分子時計が知られて
いるが (Nei, 1975)，分類群によってばらつきがあ
り (Avise and Aquadro, 1982; Nei, 1987)，魚類では
より遅く較正されることもある（1D�1250万年，
Nishida, 1997; 1D�1930万年， Doadrio and Car-

mona, 1998）．一方，最近では塩基配列レベルの分
子時計がよく使われており，分類群や分子種・領
域によって進化速度にばらつきがあることが前提
となっている．そのため，進化距離をよく反映す
るための各種の遺伝距離の算出・補正が検討され
（Swofford et al., 1996など参照），また分子時計の
一定性に関して統計検定がなされる（Page and

Holmes, 1998参照）．分子時計の仮定が棄却され
ない場合には，系統樹の枝の末端が揃うように近
似・強制した線形化系統樹 linearized tree（Nei and

Kumar, 2000参照）を求めた上で，較正のために利
用できる絶対時間（化石記録や地理的分断イベン
トなど）と対応する分岐点の深さから進化速度
（分子時計）を算出し，他の分岐点や近縁群の分
岐年代推定にその時計が適用される．単純に種間
のペアワイズ進化距離を想定分岐年代で割って，
分子時計に替える場合も多いが（後述のほとんど
の例），さまざまな誤差を含むことになる．一般
に，較正ポイントを与える確実性の高い化石・地
質学情報が得られるのは稀であり，場合によって
は循環論にも陥りかねない．分子進化速度の一定
性が近縁種間でも棄却されることがあるため，精
度の高い分子時計を得ることは難しいのが現状で
ある (Hillis et al., 1996)．また，多重置換のために
単純な配列差異（p距離）はDNA配列が分化する

ほど頭打ちになるので，適正な補正を行わない限
り，異なる分類群や時間スケールの研究の間で分
子時計を安易に転用することには問題がある（た
だし，本稿でも行われている）．一方，最近，分
子時計の仮定を置かず，いくつかの分岐点の時間
的制約条件を可能なだけ与えることで，ベイズ推
定法によって各分岐点の年代とその誤差を推定す
る方法も開発され (Thorne et al., 1998; Thorne and

Kishino, 2002)，適用が始まっている（例えば，
Inoue et al., 2005; Mihara et al., 2005）．いずれにし
ても，相対・絶対時間の情報が生物地理学の推論
に多大な貢献をすることは間違いない．
分子系統樹は，種間のみならず，種内の遺伝的
集団構造・集団分化を明らかにする上でもきわめ
て強力な手段である (Avise, 1994, 2000)．特に地理
的・時間的に中小のスケールでは，種間比較，つ
まり種形成の時間スケールは魚類相形成史の考察
のために十分な精度をもたない場合があり，種内
の集団構造がより重要なアプローチとなりうる．
後で述べるように，東アジアという地理的スケー
ルで詳細な系統解析がなされた分類群は現在まで
ほとんどない一方で，日本国内を中心とした種内
集団構造に関する研究・知見は，水野・後藤
(1987) 以降，格段に充実してきた．そこで，次に
種内の集団構造と分布域形成を分子系統樹をもと
に解明するための比較的新しい学問分野である系
統地理学について，若干詳しく説明したい．

系統地理学の発展と適用

系統地理学 phylogeographyは，J. C. Aviseらに
よって1987年に生みだされた造語である (Avise et

al., 1987)．その創成期において，系統地理学の概
念は，主として動物のmtDNAの分子進化学的な
研究の発展とともに培われた．変異の蓄積が速く，
組換えがなく母系遺伝をするなどのmtDNAの分子
マーカーとしての特性によって，種や集団ではな
く，個々の個体のもつ遺伝子型（mtDNA型，ハ
プロタイプ）をOTU（操作分類単位）とすること
が可能になった．mtDNAの種内系統解析が淡水魚
類を含むさまざまな種で行われた結果，多くの種
において遺伝子系統 genealogical lineages の分布に
地理的分布パターンがみられることや，それらの
パターンが種を超えて一致する場合があることが
わかってきた（Avise et al., 1987など）．系統地理
学は，このような種内の遺伝子系統の地理的分布
パターンについて，その形成過程や原理を追究す
る学問分野である (Avise et al., 1987; Avise, 2000)．
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解析手法 系統地理学における一般的なデータ
解析の手順と各解析に関係するソフトウェアを
Fig. 4にまとめた．上述のとおり，系統地理学にお
ける解析手法の多くはmtDNAデータに基づいて発
展してきたので，ここではハプロタイプをOTUと
した方法を中心に述べていく．系統地理学では，
検証しようとする仮説に応じて，地域集団サンプ
ルの採集地点や解析個体数など，綿密に戦略を練
る必要がある．例えば，アロザイム分析やマイク
ロサテライト分析のようにアリル（対立遺伝子）
頻度を用いて集団構造解析を行う場合には，地域
集団あたりの解析個体数がより多く，サンプル間
の個体数の偏りが小さい方が望ましい (Hudson et

al., 1992; Hudson, 2000)．一方，後述するNCPAで
は，地域集団あたりの解析個体数は少なくても，
地理的に密にサンプリングするという戦略も考え
られる．
ハプロタイプネットワーク 塩基配列データに関
する分子系統推定には，一般に，最節約法，最尤
法，ベイズ法などの形質状態法や近隣結合法など
の距離法が用いられている（Holder and Lewis,

2003参照）．しかし，種内レベルでは，必然的に
ハプロタイプ間の遺伝的分化が小さく，系統推定

に必要な形質数が限られる．また，解析個体数が
多いことも相まって，近縁なハプロタイプが多数
検出される．それらの中には，祖先型ハプロタイ
プが現存していたり，多分岐・星状関係を示した
り，さらにはホモプラシー（非相同的な形質変化）
による網状的な関係が示されることも普通である．
このような場合，従来の2分岐（もしくは多分岐）
系統樹よりも，ネットワーク（環状構造を含む連
結グラフ）の方がその複雑な系統関係の実態をよ
りよく表す (Posada and Crandall, 2001)．
近年，さまざまなハプロタイプネットワークの
推定法が開発されているが，系統地理学において
は次の2つの方法がよく用いられている (Fig. 4)．1

つは，多くの最小展開樹minimum spanning treesか
ら集団遺伝学的パラメーターを用いて最適なもの
を選ぶ分子分散最節約法molecular-variance parsi-

monyであり，これは分子分散分析 (AMOVA) で用
いられる (Excoffier and Smouse, 1994)．本方法で選
ばれた最小展開樹に，他の最小展開樹に現れる連
結（枝）を加えた最小展開ネットワークがしばし
ば図示される．もう1つは，統計学的最節約法 sta-

tistical parsimonyであり，最節約確率という指標を
用いてネットワークの最節約性を評価し，一定の
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Fig. 4. Flowchart illustrating typical procedures for phylogeographic studies based on mtDNA 
sequence data. See text for detailed explanation. Commonly used software packages indicated in
shaded boxes below each procedure: Arlequin (Schneider et al., 2000: http://lgb.unige.ch/arlequin/);
TCS (Clement et al., 2000: http://darwin.uvigo.es/software/tcs.html); Geodis (Posada et al., 2000:
http://darwin.uvigo.es/software/geodis.html); PAUP (Swofford, 2002: http://paup.csit.fsu.edu/);
PHYLIP (Felsenstein, 2004: http://evolution.gs.washington.edu/phylip.html).



基準を満たす最節約樹の一組を計算しネットワー
クを構築する (Templeton et al., 1992)．
種内遺伝子ネットワークでは，外群との間の塩
基置換のステップ数が種内（内群）ハプロタイプ
間のそれと比較して非常に多く，外群を用いた根
付け rootingは困難で，できたとしてもあまり意味
をもたない場合が多い (Posada and Crandall, 2001)．
そこで別の方法として，後述するコアレセンス理
論coalescence theoryに基づいて，ハプロタイプの
出現頻度とネットワーク上の位置関係から，ハプ
ロタイプの外群確率 outgroup probabilityを求める
方法がある (Donnelly and Tavare, 1986; Castelloe

and Templeton, 1994)．この場合，より出現頻度が
高く，ネットワークの内側に位置し，多くの隣接
ハプロタイプをもつハプロタイプが，出現時期の
古い祖先型とみなされる．
集団遺伝学的アプローチ 系統地理学の根幹に
遺伝子系統の“地理的な”分布があるにもかかわ
らず，それに関する統計学的手法はなかなか普及
しなかった．系統地理学の創成期以来，多くの研
究で，地域集団間の遺伝的分化の尺度であるFST

（固定指数）などのF統計量や，その応用であるF
統計量やAMOVA (Excoffier et al., 1992) などの集
団遺伝学的解析が用いられてきた．これらの解析
に付随して，唯一地理的距離を問題にしたものに，
地域集団間の遺伝距離と地理的距離との相関（距
離による隔離 isolation by distance）を調べる無作
為化検定（Mantel検定）がある．これらmtDNA

分析に基づく集団構造解析に関しては，西田ほか
(1998) による優れた総説がある．
コアレセンス理論 コアレセンス理論 coales-

cence theory (coalescent theory) は，木村資生の分
子進化の中立説 (Kimura, 1983) の拡張であり
(Kingman, 1982)，系統地理学のさまざまな解析手
法の理論的基礎となっている (Avise, 2000)．集団
内のどの個体のもつ遺伝子も，その系統を遡って
いけば，いずれは共通祖先に行き着く（ある遺伝
子が系図上で別の遺伝子との共通祖先に行き着く
ことを“コアレセンス”とよぶ）．コアレセンスに
かかる世代時間は，主に集団サイズによって確率
的に決まる（Futuyma, 1998参照）．集団サイズの
人口学的な変化（ボトルネックや急激な集団成長）
や自然淘汰の有無，集団間の移動の程度などが，
集団サイズが一定で淘汰や移出入のない最もシン
プルな状況下での帰無仮説との対比によって，統
計的に検証されうる（Avise, 2000; Emerson et al.,

2001など参照）．過去の集団サイズの変遷を知る

方法として，個体間の総当たりの遺伝距離の頻度
分布を調べ，理論分布と比較する方法（ミスマッ
チ分布分析）もよく用いられる (Rogers and Harp-

ending, 1992)．
階層クレード分析 1990年代後半になって，A.

Templetonの階層クレード系統地理分析（nested

clade phylogeographic analysis: NCPAあ る い は
NCA）が普及し始めた (Templeton, 1998)．本方法
では，生物の分布域形成と遺伝的集団構造は，歴
史的な事象である“分断past fragmentation”，“急
速な分布域拡大 range expansion”，“移住 coloniza-

tion”と，現在みられる“地域集団間の制限され
た遺伝子流動 restricted gene flow（距離による隔
離）”の影響を受けているとする．そして遺伝子系
統とその地理的分布情報から，実際に分布域形成
に影響を与えた要因を統計学的な枠組みの中で区
別しようとするものである．

NCPAでは，始めに統計学的最節約法によりハ
プロタイプネットワークを構築し，その中に一連
の階層クレードnested cladesをデザインする (Tem-

pleton and Sing, 1993; Templeton, 1998)．階層ク
レードは，まずハプロタイプを0-ステップクレード
とし，姉妹関係にある0-ステップクレードを1-ス
テップクレードとして結びつけていく．このとき，
1-ステップクレードは，個々の0-ステップクレード
がコアレセンスしたものであり，いずれの0-ステッ
プクレードよりも古いハプロタイプの総体を表す．
さらに，1-ステップクレードを2-ステップクレード
に，2-ステップクレードを3-ステップクレードに
と，ネットワーク全体が1つの階層クレードに収ま
るまで，次々に入れ子状のクレードを作っていく
（後述のイワナの例を参照）．それぞれの階層ク
レードは，より新しく派生したサブクレード（1つ
下の階層クレード）を内包する構造となり，階層
が上がるごとにその時代背景が古くなる．
次に各々の階層クレードについて内包するサブ
クレードの地理的分布の偏りを分割表として検定
し，ランダムな地理的分布が棄却された場合には，
以下の検討を進める．まず，階層クレードごとに，
内包するサブクレードの地理的分布範囲をクレー
ド距離 (Dc)，その階層クレード全体の分布範囲を
階層クレード距離 (Dn)として，それぞれランダム
な地理的分布を仮定した場合の値と比較するため
に無作為化検定を行う．それぞれの距離は，サブ
クレード内 (Dc)および階層クレード全体 (Dn) につ
いて，それらに含まれる全個体の採集地点の地理
的中心から各個体の採集地までの距離の平均であ
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り，この距離が大きいほど分布範囲が広いことに
なる (Templeton et al., 1995)．地理的距離には緯
度・経度から算出される直線距離を用いるほかに，
河川の場合には河口間距離を用いるなどの工夫が
可能である．この検定により，含まれるサブク
レードが地理的にランダムに分布しているのかど
うか，あるいはDcとDnの大小関係を知ることが
できる．また，各クレードはネットワークの末端
に位置する末端クレード tip cladeと1つ以上の末端
クレードが結びつく内側クレードinterior cladeに分
けられ，それらのクレード距離や階層クレード距
離にも系統地理情報が含まれる (Templeton et al.,

1995)．
以上のさまざまな検定結果をもとに，系統地理
的解釈を行うことになる．これは，煩雑で難解で
あるが，“推論の鍵 inference key” (Templeton,

1998) にゆだねることで，もっともらしい地理的分
布の形成要因に到達できるようになっている［推
論の鍵の最新版は，コンピュータ・ソフトGeoDis

(Posada et al., 2000) の配布ページから得ることがで
きる；Fig. 4］．考慮される要因は，前述のとおり，
歴史的な事象として“分断”，“急速な分布域拡
大”，“移住”，および現在の“制限された遺伝子
流動”である．例えば，地域集団間で遺伝子流動
が制限されることでクレード分布に地理的構造が
みられる場合，古いクレードの分布範囲は広く，
一方，新しく派生したクレードの分布はまだ拡大
しておらず，より狭い傾向にあるだろう．また，
過去の分断が影響している場合には，それに関係
する階層まで遡ると，一方のサブクレードに含ま
れるハプロタイプは，そのサブクレードの分布範
囲を超えて分布することはないので，クレード距
離はより下位のクレード距離と比べて増加しなく
なるが，階層クレード距離はそれに含まれるサブ
クレードが分断により異所的となったレベルで際
立って大きくなるはずである．

NCPAによる系統地理的推論の妥当性や解釈に
ついては，現在でも議論がなされており (Temple-

ton, 1998, 2004)，また異所的に分化した地域集団
の二次的接触を検出できないという欠点があるな
ど，今後の理論的・実践的な検討を要する（ただ
し，Templeton, 2004の経験的検証も参照）．また，
推論の鍵を用いた系統地理的推論自体が真に統計
学的な推定とはいえないため，コアレセンス理論
に基づく，より厳密な推定や仮説検証を目指すべ
きだともいわれている (Knowles and Maddison,

2002; Hey and Machado, 2003)．しかし，遺伝子系

統の地理的分布の形成要因を捉えようとしている
点で，NCPAはまさに系統地理学の概念に沿った
ものといえる．日本産の淡水魚類において，NCPA

は現在までのところ，ヤツメウナギ類 (Yamazaki et

al., 2003)，トミヨ類 (Takahashi et al., 2003)，イワ
ナ Salvelinus leucomaenis (Yamamoto et al., 2004a)

で用いられたにすぎず，今後，その有効性の検証
も含めて，適用が進められていくべきであろう．
系統地理パターンの比較 多くの系統地理解析
では，1種 1遺伝子座の遺伝子系統に基づいて，
上記のような諸方法が適用されている．しかしな
がら，系統地理学の醍醐味は，もともとAvise et

al. (1987) がそうしたように，得られた種ごと（あ
るいは遺伝子領域ごと）のパターン形成過程に関
する推論を，種間（あるいは遺伝子座間）で比較
することにある．このような種間比較に基づく研
究は，比較系統地理学ともよばれる (Bermingham

and Moritz, 1998)．これにより，地史的イベントや
生態環境条件などが地域群集を構成する複数種の
分布域形成や人口学的歴史に共通の影響を及ぼし
たのかどうかといった，生物相・群集形成史を考
える上で興味深い推察が可能になると期待される．
まさに比較系統地理学は歴史生物地理学の方法論
の一つとして位置づけることができる．本総説の
後半部は，日本産淡水魚類におけるそのような取
り組みを目指すものである．
一方，複数の遺伝子座の間での系統地理パター
ンの比較は，遺伝子系統樹と種系統樹との関係や，
雌雄で異なる分散様式あるいは特定の遺伝子座に
かかる自然淘汰などを研究する上で有効であり，
特に種形成に関する研究において非常に重要なア
プローチとなるだろう．ただし，核DNAの特定の
遺伝子領域における種内系統推定は困難な作業で
あり，今後の解析技術の進展と知見の蓄積が待た
れる分野である．

淡水魚類相形成に関わる日本列島の歴史

淡水魚類の分布は陸橋の形成や陸水系の接続と
いった地形の変遷の影響を強く受けるため，その
分布域形成を論じる際に地質学の知見は欠かすこ
とができない（例えば，西村，1974, 1980）．近年
の地質学分野における新知見の蓄積はめざましく，
分布域形成に対する論考においては，これらと従
来の知見から情報を適切に取捨し，参照すること
が求められるが，これまで両者を包括的にまとめ
た情報源はない．そこで本章では，特に淡水魚類
の分布域形成に対する影響を念頭に置き，日本列
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島の形成以来の地質学的変遷について，最近の知
見を含めてとりまとめ，概説する (Fig. 5)．
日本列島の形成とフォッサマグナ 地質学的特
徴からみると，本州以南の日本本土は，糸魚川–

静岡構造線を境に西南日本と東北日本に分けられ
る．両地塊はもともとアジア大陸の一部だったが，
約 2000万年前に分裂を開始し，東北日本が反時
計回りに，次いで西南日本が約1500万年前に時計
回りに回転して，アジア大陸から解離した（鳥居
ほか， 1985;  浜野・当舎， 1985;  Jolivet and

Tamaki, 1992など）．日本海はこの両地塊の移動と
ともに形成された．
両地塊の間（フォッサマグナ）には太平洋と日
本海を結ぶ水路があったが，1500万年前以降，中
部地方の中央から離水していった（小坂ほか，
1992;  Kato, 1992）．そして，600万年前以降に東
西性の圧縮応力場へと変化した結果，長野–松本
盆地を結ぶ犀川峡谷部は褶曲帯になり隆起し始め
た（竹内，1977, 1999;  藤田・尾池，1981）．ま

た，中央高地（現在の飛騨山脈から両白山地の間
の地域）では約500万年前から隆起が始まるとと
もに（竹内，1999），飛騨山脈北部では火山活動
が始まった（原山，1999）．その後，飛騨山脈に
関しては，270万–150万年前までの期間と約100

万–80万年前以降の二度にわたって隆起したと考
えられている（原山ほか，2003;  及川，2003）．一
方，赤石山脈は鮮新世後期から隆起を始め，本格
的隆起開始年代は140万年前から100万年前と推
定されており，また木曽山脈は60万年前以降に本
格的に隆起したとみなされている（菅沼ほか，
2003）．
日本列島各地の主な地質学的イベント 琉球列
島とアジア大陸の間にある沖縄トラフの南部は，
古地磁気学によると，600万年前から200万年前
の間に時計回りに回転したと考えられる (Miki et

al., 1990; Kamata and Kodama, 1994)．近年，中村
ほか (1999) は，琉球列島久米島に分布する古揚子
江水系起源の堆積物の年代が約320万年前である
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ことを明らかにした．これらのことから，沖縄ト
ラフ南部の拡大は300万年前から200万年前の間
に絞り込まれる．後述のとおり，日本海の南方海
峡は 170万年前に現れたので（Kitamura et al.,

2001;  北村・木元，2004），琉球列島と日本本土
との接続は170万年前には途切れたと考えられる．
九州は過去600万年間を通じて“火の国”であ
り，特に中部九州の豊肥火山地域（大分市–杵築
市–耶馬溪–阿蘇山に囲まれた地域）では600万年
前から200万年前の間に5,000 km3を超える火山岩
が噴出して，それらは東西約70 km，南北約40 km

の範囲の地溝に埋積された．そして200万年前に
なると，フィリピン海プレートの沈みこみ方向が
変化して，九州中部・南部では大規模火砕流が発
生するようになった (Kamata and Kodama, 1999)．
例えば，阿蘇山を噴源とする8.4万–8.9万年前に
起きた火砕流は九州北・中部から山口県まで到達
し，暦年代約7300年前に起こった鹿児島沖の鬼界
カルデラの噴火では，火山から100 km程の地域ま
で火砕流堆積物が広がったことが知られている
（町田・新井，1992）．
関西地域では，フィリピン海プレートの沈みこ
み方向の変化により，中央構造線の右横ずれ運動
が活発となった（鎌田，1999）．これに伴い，紀
伊半島中・西部では280万年前から100万年前に
かけて和泉山脈の前身となる山地が形成され，中
央構造線以南から現在の大阪へ北流していた水系
が消滅した（寒川，1999）．その後，第四紀の後
半に紀伊山地全体が隆起して，和泉山脈や金剛山
地が形成された．東海地方から九州にかけての瀬
戸内海を中心とする地域には，前・中期中新世の
第一瀬戸内累層群と，鮮新世から更新世初期の第
二瀬戸内累層群が存在する（吉田，1992など）．
特に後者には多くの淡水成層が含まれ，伊勢湾周
辺域に存在した東海湖沼群や，現在より南部に
あった古琵琶湖を東端とする河川湖沼群が西日本
に広く存在したと考えられている．地質学的な証
拠は乏しいが，これらは大陸部の黄河水系と直
接・間接的に連絡していたといわれ（西村，1974,

1980），後述の日本海南方海峡の形成期と整合的
である．
東北地方では，日本海の拡大時の伸張場でつく
られた正断層系が，800万–600万年前以降の圧縮
場において逆断層に転化した．そして，東北日本
内帯（恐山–八甲田山–蔵王–磐梯山–男体山を結
んだラインに位置する火山フロントより日本海側）
では，第四紀のはじめに地殻運動の速度が増し，

東北日本を特徴づける山地と盆地の並列した地形
が形成された（佐藤ほか，1999）．
北海道と本州の間の津軽海峡は，1600万年前以
降に陸化した地質記録はない（須崎・箕浦，1992）．
一方，北海道とサハリンの間の宗谷海峡が最終氷
期に陸化したことは確実で，最終間氷期には宗谷
海峡が存在していたと推定されているが，それ以
前の宗谷海峡の状態は不明である（日本第四紀学
会，1987）．北海道の中軸部をなす日高山脈は
1000万年前から 500万年前の間に隆起を開始し，
第四紀に最も活発に隆起したことが知られている
（木村・楠，1997;  本座，1999）．
日本海南方海峡と日本列島の島嶼化 日本海に
堆積した最も古い海成堆積物の年代は約1800万年
前であり (Tada, 1994)，1500万年前までは南方海
峡が存在したが，その後西南日本の回転運動で離
水したことが明らかにされている (Chinzei, 1991)．
最近，石川県から富山県にかけて分布する大桑層
の化石記録をもとに，間氷期ごとに対馬海流が流
入するようになったのは同位体ステージ59（170

万年前）からであることが明らかになった（Kita-

mura et al., 2001;  北村，2002）（同位体ステージに
関しては後述）．これは日本海南方海峡が出現し
たことを意味する．さらに，130万年前までの期
間は，氷期の低海水準期（“海退期”）にも日本列
島はアジア大陸と接続しなかった可能性が高い．
北村・木元 (2004) は，本州の日本海沿いに分布す
る上部鮮新統 –下部更新統の化石記録から，390

万年前から170万年前までの日本海南方海峡の変
遷を検討した．そして，390万年から310万年前の
期間において南方海峡の存在を示唆する直接的な
証拠はないこと，それ以降から酸素同位体ステー
ジ60（172万年前）までの期間は，海水準高位期
（“海進期”）に南方海峡は一時的に出現したが，
それ以外の期間は離水していたことを明らかにし
た．津軽海峡は陸化した地質学的証拠はないので，
日本本土の島嶼化は170万年前に始まったことに
なる．なお，日本本土から産出するゾウ化石に基
づいて，小西・吉川 (1999) は，120万 –100万年
前，同位体ステージ16と12（それぞれ63万年前
と43万年前）にも日本とアジア大陸が一時的に接
続したと推定している．
古気候変動 南極大陸の氷結（約 3300万年

前），チベット高原の隆起（2000万年前），パナマ
地峡の形成（300万年前）などが複合的に作用し，
地球は徐々に寒冷化したと考えられている．約
270万年前には北半球高緯度で氷床が形成され，
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氷期–間氷期サイクルが顕著化した．この約270

万年前の寒冷化は，中部地方の日本海沿岸でも起
こったことが知られている (Cronin et al., 1994)．約
270万年前から100万–90万年前までの期間は，地
軸の傾きの変動に由来する約4.1万年の周期をも
つ氷期–間氷期サイクルが繰り返し起き，この時
代の氷河性海水準変動（氷河量の変化に伴う海水
準変動）の変動幅は70 mに達した．60万年前以
降の氷期–間氷期サイクルは，歳差運動に由来す
る約2万年周期と離心率の変化に伴う約10万年周
期が複合したもので，氷河性海水準変動の変動幅
は120 mに及んだ．100万–90万年前から60万年
前までの期間は気候の変換期にあたる (Mudelsee

and Schulz, 1997)．氷期–間氷期サイクルに関して
は，深海底堆積物中の有孔虫の酸素同位体比記録
に基づいた同位体ステージ1，2，3といった区分
がされており，奇数が間氷期で，偶数が氷期に対
応する．現在は後氷期で同位体ステージ1に，最
終氷期は同位体ステージ2にあたる（なお，四大
氷期の名称は現在一般的には使用されていない）．
日本は中緯度地帯にある上に，太平洋岸では房
総半島以南は黒潮の影響下にあり，それ以北では
親潮の影響を受けているので，氷期–間氷期サイ
クルに伴って日本の気候は激変した．陸上の気候
変動は植生と氷河・周氷河地形などの分布から復
元されている（米倉ほか，2001）．しかし，精度の
高い情報が得られているのは最終氷期だけで，こ
の時期，北海道東部には疎林と草原が，北海道西
部・東北地方から中部地方の山岳地域には亜寒帯
針葉樹林が，また関東地方以南の平野部から九州
までは冷温帯落葉樹林が卓越していたことが知ら
れている（南木，1997;  米倉ほか，1997）．日本列
島全域の平均気温・最低気温・最高気温・年間降
水量などのマッピングはなされていない．
氷河地形の分布については米倉ほか (2001) がま
とめており，また日高山脈と日本アルプスの氷河
の拡大に関しては岩田 (2003) の総説がある．それ
によると，最終氷期の氷河最大拡張期は酸素同位
体ステージ 5aから 4（8万 –6万年前）であって，
最終氷期最盛期の同位体ステージ 2（約 2万年）
ではない．そして，氷河最大拡張期には飛騨山脈
では標高1500 mから1000 m付近にまで氷河が拡大
していたという．この氷河地形の分布高度は，気
温の低くなる北に向かって低下し，北海道東部の
十勝平野や根釧原野は，氷期には少なくとも不連
続永久凍土帯に属していたと考えられている（米
倉ほか，2001）．また氷期の気温低下量は6–8°C

と推定されている（米倉ほか，2001）．
以上の内容をまとめると，前期中新世における
日本海の形成以降の時代において，アジア大陸か
ら日本本土の東縁までの地域で陸水・陸上動物の
地理的分散が最も容易であった時期は，日本海の
南方海峡の閉鎖とフォッサマグナの離水が始まっ
た1500万年前頃から同地域や飛騨山脈が隆起を開
始する600万–500万年前の間と推定される．一方，
約270万年前の寒冷化に始まる氷期–間氷期サイ
クルの顕著化，170万年前の日本海南方海峡の出
現，そして第四紀以降に本格化した日本各地の山
岳の隆起といった地形・気候変動によって，時代
とともに淡水魚類をはじめ，陸水・陸上動物の地
理的分散は困難になったと考えられる．

日本産淡水魚類の分散・分断プロセス

(1) 温帯性純淡水魚類

日本列島における温帯性の純淡水魚類は，コイ
目とナマズ目が多くを占め，青柳 (1957) のいう
“中国系”にほぼ相当する．西村 (1974, 1980) はこ
れらを古黄河水系由来の淡水魚とみなし，北海道
にのみ自然分布するヤチウグイRhynchocypris perc-

nurus sachalinensis，エゾホトケドジョウ Lefua

nikkonis，フクドジョウ Noemacheilus barbatulus

toniなどを含む古アムール川の魚類相（後述）と
対比した．以下では，この日本産純淡水魚類の大
部分を占め，中国大陸部に近縁種をもつ温帯性の
種について，まず東アジア（シベリア東部から朝
鮮半島，中国，ベトナム北部，日本，台湾を含む
地域）という地理的スケールでの系統的フレーム
ワークをいくつかの研究例からとりまとめ，その
上で，それらの系統地理パターンを論じる．
系統分化と地理的分布 日本列島の淡水魚の大
部分は中国大陸部に近縁種をもつ．青柳 (1957) に
象徴される分散主義的な分布域形成観から，日本
列島の淡水魚は大陸から分散・侵入し，その後長
い時間をかけて固有種として認識されるまで変化
したとしばしば考えられ（西村，1974, 1980;  川
合，1980），“大陸の出店”ともよばれる（水野，
1987参照）．しかし，このような一方向的な“浸
潤”（青柳，1957）には特に根拠はなく，日本列
島の形成史を考えると，複数時期の分断（隔離）
と分散（分布域拡大と魚類相の交流）の繰り返し
や種の分岐年代を考慮した，さらに丁寧な論証が
必要である．その際には，日本列島の形成・変遷
と生物の系統進化・集団分化を共通の時間的枠組
みの中で考える必要があり，分子系統と分子時計
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に基づく情報が大きく役立つはずである．
分子系統以前に，東アジア（あるいはそれより

広い範囲）という地理的スケールに分布する近縁
種間の系統関係について調べた例は，ドジョウ科
(Sawada, 1982)，カマツカ亜科（Hosoya, 1986;  細
谷，1988），ギギ科（渡辺，1995, 1999），オヤニ
ラミ類 (Liu and Chen, 1994) などに限られている．
一方，分子系統分析（アロザイム分析を含む）も，
タナゴ亜科 (Okazaki et al., 2001)，モツゴ属
(Watanabe et al., 2000)，シマドジョウ属 (Kitagawa

et al., 2005)，ギギ科 (Okazaki et al., 1999; Peng et

al., 2002)，メダカ科 (Naruse, 1996) などに限られ，
対象とする地理的・分類学的スケールにもばらつ
きがある．一方，化石の情報を用いて，Nakajima

(1986, 1994) や中島 (1987) などは日本や東アジア
のコイ科魚類相の変遷について論じている．
これまでになされたユーラシア大陸あるいは朝
鮮半島からの種を比較的多く含むいくつかのグ
ループの分子系統解析は，残念ながら，分類群の
サンプリングやデータ量が不十分なために，詳細
な歴史生物地理的議論に耐えうる明瞭な系統関係
の全体像を得るには至っていない．しかし，タナ
ゴ類 (Okazaki et al., 2001)，シマドジョウ類 (Kita-

gawa et al., 2005)，およびギギ類 (Okazaki et al.,

1999; Peng et al., 2002) で一貫した結果として，日
本産の近縁種が単系統でないことは間違いない．
タナゴ類は国内に14種・亜種が自然分布するが，
明らかにタナゴ亜科内のさまざまな系統の種を含
んでいる (Okazaki et al., 2001)．これらのグループ
における初期の系統分岐は少なくとも前・中期中
新世（�約2300万–1000万年前）にさかのぼる．
例えば，タナゴ亜科では，mtDNAの12Sリボゾー
ムRNA領域 (rRNA) において，タナゴ属 Acheilog-

nathusとアブラボテ属 Tanakia �バラタナゴ属
Rhodeus の間の遺伝距離（Kimuraの 2変数距離）
は6.4–11.1%の値を示し，魚類のrRNAにおける分
子時計（ペアワイズ配列差異で0.3–0.5%/Myr; Myr

は百万年： Bargelloni et al., 1994; Alves-Gomes,

1999など）から，おおよそ1300–3700万年という
分化年代が推定される．シマドジョウ類でも，日
本産種を含む主要系統間のシトクロムb遺伝子領
域 (cytb) における遺伝距離（Kimuraの2変数距離）
は最大 21%に及び (Kitagawa et al., 2005)，ヨー
ロッパ産ウグイ亜科から得られた同遺伝子領域の
分子時計（ペアワイズ配列差異で 1.52%/Myr:

Zardoya and Doadrio, 1999）やヨーロッパ産 Cobitis

のそれ（0.84%/Myr: Perdices and Doadrio, 2001）

を適用してみると，これらの系統分岐は中–前期
中新世にまでさかのぼることになる．ギギ類では，
中期中新世の壱岐層群から得られたイキムカシギ
ギ Pseudobagrus ikiensisは現世のコウライギギ P.

fulvidracoに近縁であり (Watanabe and Uyeno,

1999)，分子系統（Okazaki et al., 1999; Peng et al.,

2002;  渡辺ほか，未発表）から，さらに以前に分
化したネコギギPseudobagrus ichikawaiを含むこの
グループの起源は前期中新世にさかのぼると推察
される．
朝鮮半島は，動物の分散経路という点で，日本
列島にとって大陸の窓口とみなされることが多い．
しかし，九州西南部に分布するアリアケギバチ
Pseudobagrus aurantiacusは長江に分布するP. tae-

n ia tusとわずかな遺伝的分化しか示さないが
（mtDNA調節領域で 0.9%の配列差異：Watanabe

and Nishida, 2003），朝鮮半島の種との分化はより
大きい（Okazaki et al., 1999; Peng et al., 2002;  渡辺
ほか，未発表）．また，スジシマドジョウ種群Co-

bitis striata complexの九州と朝鮮半島の近縁種間
においても，cytbで8.0%（Kimuraの2変数距離）
もの遺伝的分化があり，1.52%/Myrの分子時計
(Zardoya and Doadrio, 1999) を適用すると，後期中
新世までさかのぼることになる．日本列島と朝鮮
半島の特別に深い関連は，少なくとも一部の淡水
魚では疑わしい（ただし種内系統地理パターンか
らは支持されるものもある；後述）．
国内に目を向けると，本州以南で最も大きな魚
類相の変化は，本州中部のフォッサマグナ地域の
東西でみられる (Watanabe, 1998)．この両地域で地
理的代置関係にある姉妹種・亜種としては，シナ
イモツゴPseudorasbora pumila pumilaとウシモツゴ
P. p. subsp. (Watanabe et al., 2000)， ギ バ チ
Pseudobagrus tokiensisとギギ P. nudiceps（渡辺ほ
か，未発表），そして（確度は高くないが）ゼニタ
ナゴAcheilognathus typusとイタセンパラA. longip-

innis (Okazaki et al., 2001) を挙げることができる．
これらのうち，コイ科の2ペアではともにmtDNA

の rRNA領域で4%あまりの配列差異がみとめられ
ており（モツゴ類 4.1%，16S rRNA；タナゴ類
4.3%，12S rRNA），上記の0.3–0.5%/Myrを適用す
ると，800万–1400万年という分岐年代が得られる
（Fig. 6）．一方，逆に前述のフォッサマグナの離水
とその後の中央山脈の隆起が分断・異所的種分化
を引き起こしたと仮定し，それを500万–600万年
前とすると，分子時計（ペアワイズ配列差異）は
0.7–0.9%/Myrと較正される．これは上記（0.3–
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0.5%/Myr）よりも若干速めであるが，標準的な
mtDNAの進化速度と比べて遅く，rRNA領域が保
存的であることと整合的である（以後，本稿では
これを用いる）．
以上のとおり，現世種の系統関係と分子時計か

らみた日本列島の淡水魚類相は，少なくとも日本
列島の形成と同じく中新世にさかのぼるタイムス
ケールで形成されてきたと考えられる．シナイモ
ツゴやゼニタナゴなどの温帯性魚類（“古黄河系”）
の東北地方への侵入を更新世後期とみなした西村
(1980: 117) の時代設定とは，1–2桁の違いがある．
つまり，日本産淡水魚類の分布域形成は，氷河期
の海水面変動に伴って朝鮮半島を経由して大陸か
ら侵入し，一部がフォッサマグナを越えて東進し
たという単純なものとして描くことはできず，日
本列島が列島として形成されていく地質学的に激
動の時期に，分断・異所的種分化，遺存固有化，
さらに分散や絶滅，種の置き換わりがダイナミッ
クに起こったことが示唆される（例えば，渡辺，
1999）．しかしながら，東アジアのスケールでの網

羅的で確度の高い分子系統解析は，まだほとんど
公表されておらず，今後の課題である．
系統地理パターン 次に温帯性淡水魚における
種内の遺伝的集団構造から推定される分布域形成
および集団の歴史に関する研究成果を概観する．
まず日本列島から大陸部に広く分布するとされ
る種については，これまでバラタナゴ Rhodeus

ocellatus (Kawamura et al., 2001; Miyake et al., 2001;

Okazaki et al., 2001)，モツゴPseudorasbora parva

(Watanabe et al., 2000)， ハ ス Opsariichthys un-

cirostris (Okazaki et al., 2002)，およびアブラハヤ
Rhynchocypris lagowskii (Ito et al., 2002) に関するそ
れぞれ断片的な研究がある．バラタナゴでは，
mtDNA調節領域のRFLP分析から，日本在来の
ニッポンバラタナゴR. o. kurumeusは韓国の集団と
最も近いことが示されている（制限断片共有度か
ら推定された配列分化の平均2.2%）(Kawamura et

al., 2001)．モツゴでは日本固有のmtDNAハプロタ
イプ・グループと大陸（長江，アムール川）およ
び日本から得られたハプロタイプ・グループに平

日本産淡水魚の分布域形成 15

Fig. 6. Phylogenetic relationships and distribution maps of two cyprinid groups, Pseudorasbora (A)
and Acheilognathinae (B) (modified from Watanabe et al., 2000 and Okazaki et al., 2001). Stars indi-
cate divergence points possibly associated with vicariance by Fossa Magna. Thick branches on trees
indicate �70% bootstrap support probability. Only names of species distributed in Japan are shown.



均 1.8%（16S rRNA領域）の分化がみとめられ
(Watanabe et al., 2000)，韓国からのタイプも後者に
含まれる（日本産の1つと一致；渡辺ほか，未発
表データ）．日本から得られた‘大陸型’ハプロタ
イプが新しい時代の侵入によるものか，人為移殖
によるものかは明らかではない．ハスにおいても
大陸産と日本産の間には明瞭な分化がみとめられ，
進化速度の比較的速いmtDNAのND II遺伝子領域
で 6.9–7.3%の差異がみられた (Okazaki et al.,

2002)．分子時計の適用は難しいが，魚類の調節
領域における約2–6%/Myr (Nagl et al., 2000; Siva-

sundar et al., 2001; Takahashi and Goto, 2001) や16S

rRNAにおける0.7–0.9%/Myr（上述）を考えると，
バラタナゴやモツゴにおける分岐は後期鮮新世か
ら更新世中期にあたる．また，同一種とされる日
本（九州）と朝鮮半島のオヤニラミCoreoperca

kawamebariの間には，cytbで8.9%（未補正配列差
異）もの分化があり（白井ほか，2003），この領
域の分子時計としてよく用いられる 1–3%/Myr

（Bermingham et al., 1997; Zardoya and Doadrio, 1999;

Harada et al., 2002; Watanabe et al., 2003など）を適
用すると，これらの分化は少なくとも鮮新世半ば
までさかのぼることになる．後期鮮新世は日本海
南方海峡が形成される時期に当たることから，日
本の集団と朝鮮半島・大陸部の集団は，この時期
と（グループによっては）その後の氷期の海退期
に複数回交流したことが示唆される．オイカワ属
Zaccoやタカハヤ属Rhynchocyprisなどの“普通種”
における網羅的な研究が待たれるところである．
なお，Miyake et al. (2001) は cytbの短い配列

(224 bp) を用いて，ニッポンバラタナゴと中国産タ
イリクバラタナゴの分化 (5.1%) を Zardoya and

Doadrio (1999) のウグイ亜科の同領域における分子
時計を用いて 672万年と推定している．しかし，
Zardoya and Doadrio (1999) が示した分子時計
(0.76%/Myr) は各クレードの進化速度なので，ペア
ワイズの距離に対しては2倍の1.52%/Myrを適用
すべきである．正しく適用された場合，この分化
も鮮新世の半ばと推定される．同様の誤りは，
Okazaki et al. (2002) やKitagawa et al. (2003) などで
も見受けられる．
メダカOryzias latipesは東アジア，特に日本と朝
鮮半島において集団構造が詳細に調べられ，アロ
ザイム（Sakaizumi et al., 1983; Sakaizumi, 1986な
ど）および mtDNA分析（Matsuda et al., 1997;

Takehana et al., 2003, 2004など）によるきわめて高
精度の系統地理マップが描かれた種である．日本

には大きく分化した3つのmtDNAグループが存在
するが，それらは単系統であり，朝鮮半島や中国
の多様なハプロタイプ群とは cytbで平均15.1%と
いう大きな配列分化がみられる (Takehana et al.,

2004)．トゲウオ類のデータ (Ortí et al., 1994) から
得られた2.8%/Myrという速めの分子時計 (Rocha-

Olivares et al., 1999) を用いて，分化年代は540万
年と推定されている (Takehana et al., 2004)．一方，
日本国内の3つのmtDNAグループのうち2つは，
アロザイムで見いだされた本州日本海側北部に分
布する“北日本集団”とそれ以外の本州以南に広
く分布する“南日本集団”と一致した分布を示し，
残る1グループは後者の分布と重なって，関東地
方に分布する．これらのmtDNAグループの分化は
11.3–11.8%で，分化時間は約400万年と推定され
ている (Takehana et al., 2003)．メダカにおけるこの
分子時計の適用が妥当かどうかは分からないが，
これらの分化の程度は別種レベルに達している
(Avise et al., 2000)．
メダカの北日本および南日本集団の中にも，明
瞭な地域構造がみとめられる（酒泉，1987; Mat-

suda et al., 1997; Takehana et al., 2003）．例えば，南
日本集団にみられるmtDNAのBクレードには11

のサブクレードが認識され，地理的にまとまる傾
向がみられる (Takehana et al., 2003)．このうち東日
本型とよばれる集団にほぼ対応するサブクレード
B-IやB-IIは，紀伊半島東部からフォッサマグナを
越えて岩手県まで太平洋側に広く分布する．これ
は，本種の低地を中心とする生息環境の多様さや
高い塩分耐性，あるいは水田などの人為環境への
適応にも関係した，他の純淡水魚とは異質な分布
拡大の歴史を示唆している．メダカでは詳細な系
統地理マップとともに，北日本および南日本集団
が出会う丹後・但馬地方における遺伝子浸透や島
嶼域集団の遺伝的特性などについて，日本の淡水
魚の系統地理におけるモデルケースともいえる知
見が整っている．
先にも検討した日本列島の魚類相を東西に大き
く分断するフォッサマグナは，種内の集団構造に
どのような影響を与えているだろうか．フォッサ
マグナをまたいで分布する種のうち，遺伝的集団
構造が明らかにされた種としてホトケドジョウ
Lefua echigoniaがある (Saka et al., 2003; Sakai et al.,

2003; Mihara et al., 2005)．研究間で若干異なるが，
cytbと調節領域による結果は基本的に同一の4–5

の地理的集団の存在を示し，cytbによる結果では
フォッサマグナでまず2分されることが示されてい
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る (Saka et al., 2003)．また，本州北部の日本海側
にはほぼ同程度に分化したグループが存在する．
これらの分化は配列差異で 15%以上に及び，
2.5–2.8%/Myrの分子時計（Harada et al., 2002参
照）が適用され，分化時間は700万年以上と推定
されている．調節領域（全域）ではこれらの分化
は4.3–5.8%（Kimuraの2変数距離）であり，一般
に速いとされる調節領域の進化速度がcytb領域の
速度に劣ることが示されている．なお，Mihara et

al. (2005) は，ホトケドジョウにおけるフォッサマ
グナによる分断が赤石・木曽山脈の形成（約100

万年前）によって生じたと仮定し，ベイズ法
(Thorne and Kishino, 2002) によって，ホトケドジョ
ウ属の種分化や地理的集団グループの分化年代を
推定した上で，その分布域形成史を大胆に推察し
ている．ただし，この分岐年代の仮定は，上記か
らcytbの進化速度が15%/Myr以上であることを意
味するので，受け入れるのは難しい．
フォッサマグナにまたがって本州・四国に広く
分布するシマドジョウCobitis biwaeについても興
味深い系統地理パターンが明らかにされている
(Kitagawa et al., 2003)．mtDNAを用いた集団構造
解析の結果，本種にはフォッサマグナ（日本海側
の境界は北にずれる）で分けられる東日本と西日
本のグループと，四国太平洋側地域に局在するグ
ループの主要3グループの存在が明らかとなってい
る (Fig. 7)．東日本と西日本グループ間の分化は一
見フォッサマグナ形成による両地域の地理的分断
に起因しているようにみえるが，遺伝的には東日
本のグループは地理的に離れた四国太平洋側のグ
ループと近縁であり（cytbの平均配列差異10.2%），
4倍体を含む西日本集団はさらに以前に分化
(15.2%) したものであることがわかっている．Kita-

gawa et al. (2003) は，東日本と四国太平洋側のグ
ループの共通祖先集団が最初に日本列島に分布を
拡大した後，これとは大きく異なるmtDNAをもつ
西日本グループが間に割り込み，前者に置き換わ
るかたちで現在の分布パターンを形成したと推察
している（ただし，西日本グループのmtDNAは他
種からの遺伝子移入による可能性が高い）．
Zardoya and Doadrio (1999) の分子時計を正しく適
用すると（上述），東日本と四国太平洋側のグ
ループの分化時間は約 700万年となり，シマド
ジョウの後期中新世における分布の拡大と分化が
示唆される．この分類群では，大陸・朝鮮半島の
多数の種を含む包括的な解析により，ますますリ
アルな分布域形成史の理解が深められつつある

(Kitagawa et al., 2005)．
西日本に広く分布する淡水ハゼ類のドンコ

Odontobutis obscuraについては，アロザイム分析に
より詳細な集団構造が明らかにされており，後に
別種として記載されたイシドンコO. hikimiusを含
め，5つの地域集団がみとめられている (Sakai et

al., 1998)．なかでも瀬戸内海周辺の集団は東西に
二分され，境の位置は若干異なるものの，メダカ
南日本集団における東瀬戸内型と西瀬戸内型に対
応すると考えられている．これらは氷期の海退時
に瀬戸内海に出現した，紀伊水道と豊後水道から
太平洋に流れ出る2つの水系の影響下で成立した
と考えられている (Sakai et al., 1998)．2つの集団
の分化はアロザイムにおけるNeiの遺伝距離D（不
偏推定値）で約 0.2であり，標準的な分子時計
（1D�500万年）を適用すると，分化年代は約100

万年となる．mtDNAの12S–16S rRNA領域では配
列差異0.6–1.0%であり（向井・西田，2003），上
述の rRNAの分子時計（0.7–0.9%/Myr）を適用す
ると同じく更新世前期の分化を示す．瀬戸内東西
地域では魚類相レベルでも差異がみられ (Wata-

nabe, 1998)，他の淡水魚や河川性生物でも同様な
分化がみとめられる可能性が高い．
分子マーカーは，集団構造を明らかにするだけ
ではなく，集団の人口学的歴史に関する情報をも
たらすことにより，種の分布域形成史に示唆を与
えうる (Avise, 2000)．日本の淡水魚類に対する適
用はまだ今後の課題であるが，ギギ類の遺伝的多
様性と集団構造に関する比較研究は若干の示唆を
与えるものである (Watanabe and Nishida, 2003)．
日本に分布する4種のギギ類のmtDNA調節領域に
基づく集団解析の結果，多くの河川集団において
遺伝的多様性がみられなかった．一方，琵琶湖の
ギギ集団（および琵琶湖由来の人為移殖された集
団）では比較的高い多様性が見いだされた．これ
は，河川集団は比較的近い過去（おそらく最終氷
期）に歴史的なボトルネックの影響を受けたが，
一方，大きな水域を維持してきた琵琶湖における
集団では遺伝的多様性が維持されてきたことを示
唆する．さらに，ギギやネコギギのようにそれぞ
れ瀬戸内海と伊勢湾の周辺といった内海・内湾に
面した分布域をもつ場合には，氷期にはボトル
ネックと同時に地形的に水系間の交流が促進され，
その結果，全体として単一のハプロタイプに固定
する傾向があり，一方，（採集地点が十分ではな
いものの）本州東部に分布するギバチや九州西南
部のアリアケギバチのように，脊梁山脈の周囲に
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分布する種では，各集団はそれぞれ異なるハプロ
タイプに固定する傾向があることが指摘されてい
る (Watanabe and Nishida, 2003)．NCPAやマイクロ
サテライト分析などを用いた今後のより詳細な解
析により，このような分布域形成の動的な姿が描
き出されていくことが期待される．

以上をまとめると，日本列島の純淡水魚類の大
きな部分を占める温帯性淡水魚類は，列島の形成
と同じく新第三紀以降の東アジアという時空間ス
ケールで系統分化と地理的分布を展開し，各種の
分布域形成とそれに伴う集団分化も鮮新 –更新世
のスケールで繰り広げられてきたと推察された．

18 渡辺勝敏ほか

Fig. 7. Distribution patterns and phylogenetic relationships among three mtDNA groups (Western,
Eastern and Kochi) of Cobitis biwae in Japan (after Kitagawa et al., 2003). The distantly distributed
geographic population groups, Kochi and Eastern, are reciprocally monophyletic.



個別に研究されてきた各魚種の分布域形成史が，
共通した魚類相形成の歴史を示唆する可能性も見
いだされた．

(2) 冷帯性淡水魚類

南北に長い日本列島では，温帯性淡水魚類と，
その分布の中心が冷帯（亜寒帯）にある冷帯性淡
水魚類の著しい混交がみられる．以下では，日本
産淡水魚類の多様性の一翼を担う冷帯性淡水魚類
の分布域形成について考察する．なお，これらの
魚類は北方系淡水魚類とよばれることが多いが，
ここでは気候区分を表わす温帯性と対比させ，冷
帯性という表現を用いる．
冷帯性淡水魚類は，ヤツメウナギ科，キュウリ

ウオ科，サケ科，コイ科の一部（アブラハヤ類・
ウグイ類），ドジョウ科の一部（フクドジョウ，エ
ゾホトケドジョウ），トゲウオ科，そしてカジカ科
を含み，ほぼ青柳 (1957) の“シベリア系”と“北
太平洋系”を併せたものに相当する．青柳 (1957)

は，これら2つの魚類相構成要素に関して，“西方
から日本列島に浸潤してきた大陸系の純淡水魚
（シベリア系）と，降海性魚類，遡河回遊性魚類
ならびに汽水性魚類を主体とする北太平洋系”と
説明しているが，シベリア系の大半も，降海性，
遡河回遊性，あるいは汽水性魚類を含む広塩性
euryhalineの魚類である．なお，Lindberg (1972) や
西村 (1974, 1980) 以降では，これらは純淡水魚か
ら画然と区別されて議論されている．
前節でも触れたように，これら冷帯性淡水魚類
のうち，純淡水魚はヤチウグイ，フクドジョウ，
エゾホトケドジョウの3種であり，日本列島では北
海道にのみ自然分布する．いずれもアムール川水
系から朝鮮半島東部にかけて同種もしくは近縁種
が分布し，北海道の魚類群集形成史を理解するた
めの系統地理学的情報を多く含むグループといえ
る．なお，前の2種では近縁亜種まで含めるとそ
の分布がシベリア中央部にまで拡がっているのに
対し，エゾホトケドジョウの近縁種であるヒメド
ジョウLefua costataはアムール川以西には分布し
ない．西村 (1967, 1974) は，更新世後期に古黄河
水系から古アムール川水系に河川争奪を介した大
規模な温帯性純淡水魚の移住があったと仮定して
いるが，ヤチウグイ，フクドジョウ，エゾホトケ
ドジョウ（およびそれらの近縁種）については，
このイベントの前から古アムール川水系に存在し
た古い魚類相の構成要素とみなしている．この仮
説の検証も含め，現在までのところ，これら冷帯

性純淡水魚の分布域を網羅した系統地理学的な解
析はなされておらず，今後の研究の進展が期待さ
れる．
一方，広塩性魚類に関しては，近年，mtDNA

を分子マーカーに用いた系統地理学的研究が活発
に行われており，更新世の気候変動と関連づけた
ダイナミックな分布域の形成プロセスが解明され
つつある．そこで，水野・後藤 (1987) 以降，新た
に蓄積された系統地理学的知見に焦点を絞り，そ
の分布パターン形成プロセスを分類群間で比較し
ていきたい．
更新世の気候変動と分布域形成プロセス Taka-

hashi et al. (2001) は，トゲウオ科トミヨ属Pungi-

tiusの1種である“淡水型”について，mtDNAの
RFLP分析に基づく系統地理学的解析を行い，鱗
板列形態における2型のモザイク状分布の形成要
因を捉えようと試みた．その結果，本種の系統地
理パターンは，道央，道東および山形といった狭
い地域に地理的まとまりを示す複数のmtDNAグ
ループと，それらを取り囲むように広範囲に分断
されて分布するグループに大別され，前者は主に
鱗板列不連続型の集団から，後者は連続型の集団
から構成されていた (Fig. 8A)．トゲウオ科魚類に
おいて一般に鱗板列不連続型のほうが陸封されて
からの時間が長いことなどから，前者はより古く
（おそらく更新世のある氷期）に，気候の寒冷化
に伴って日本列島に分布を広げ，その後の間氷期
に各地に隔離されて遺伝的に分化した集団であり，
後者はそれより後の（おそらく最終）氷期に現在
の分布南限付近まで広範囲に分散した集団である
と考えられた（2度の分散仮説）．Takahashi and

Goto (2001) はトミヨ属魚類の化石記録から推定し
た調節領域の進化速度 (2.7%/Myr) から，上記の各
mtDNAグループの分化が，近縁種の保有する
mtDNA系統との分化（約 80万年前）よりも後，
すなわち更新世中–後期に起きたと推定している．
同時に，系統地理解析において多用されるmtDNA

の調節領域において，属内の種間において進化速
度に大きな差があることが示されている
(0.98–2.71%/Myr)．
更新世の気候サイクルと系統地理パターンの関
連付けは，種内に遡河回遊型と陸封型の生活史多
型がみられるイワナ（アメマス）においても議論
されている (Yamamoto et al., 2004a)．日本列島の
イワナの分布域全体をほぼ包含するサンプリング
により得られた50集団について，cytbの部分塩基
配列に基づく系統地理学的解析が行われた．その
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結果，大きく4つのmtDNAグループが見いだされ，
そのうち2つは本州中央部と南西部にそれぞれま
とまって分布し，残りの2つはサハリンから本州南
西部まで広く連続的に分布していた．NCPAの結
果，歴史的背景がより新しい1-ステップおよび2-

ステップクレードでは“分断”が，より古い3-ス
テップクレードでは“制限された遺伝子流動，も
しくは長距離の分散”が示唆された (Fig. 8B)．各
グループ間の遺伝的分化は，大きいもので純塩基
置換率1.6%であり，これらの遺伝的分化は更新世
に起きたと推定される．このことから，イワナの
系統地理パターンは，更新世の気候サイクルの中
で，間氷期における遺伝的分化および氷期におけ
る海を通じた分散による二次的接触が繰り返し起
きた結果により形成されたと考えられている．

トミヨ類とイワナでは，いずれも氷期の分散と
間氷期の淡水域への隔離という2つのフェーズに
よってその系統地理パターンがうまく説明される
ようである．一方，同じ冷帯性淡水魚類でも，異
なるパターンがみられるケースがある．Yokoyama

and Goto (2002) は，北海道から東北地方にかけて
分布するハナカジカ Cottus nozawaeについて，
mtDNA調節領域全体の塩基配列に基づく系統地
理学的解析を行った．その結果，平均塩基置換率
約 3%（Jukes–Cantor距離）で分けられる 3つの
mtDNAグループが見いだされ，それぞれ，北海道，
東北地方北部，そして山形に分布していた．
2.0%/Myrという脊椎動物でよく用いられる進化速
度 (Brown et al., 1979) を当てはめて，各グループ
はおおよそ150万年前の更新世前期にほぼ同時期
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Fig. 8. Phylogeographic patterns of two sub-arctic euryhaline species: freshwater type of ninespine
stickleback (genus Pungitius) (A) and white-spotted charr (Salvelinus leucomaenis) (B) (modified
from Takahashi et al., 2001 and Yamamoto et al., 2004a). Both species have mtDNA lineages over
broad continuous areas (dotted line), as well as from limited geographic areas (solid line). Neighbor-
joining phylogeny, based on RFLP assays of entire mtDNA and lateral plate morphs for each stickle-
back haplotype (open and solid circles indicate complete and partial low morph, respectively), are in-
dicated. A nested clade design for the mtDNA cyt b haplotype network is shown for charr.



に分化したと推定されている．このような系統地
理パターンの形成過程について，Yokoyama and

Goto (2002) は，更新世初期の寒冷期に広範囲に分
布していた祖先集団がその後の温暖期に各地域に
隔離され，各地域間の地理的障壁がその後の気候
変動を通じても維持されたためと説明している．
したがって，本種の系統地理パターンには，各地
域間の地理的隔離という単一のフェーズしか認め
られない．
また，北海道から本州北部かけて分布するスナ
ヤツメ北方種Lethenteron sp. Nでは，mtDNAのCO

I遺伝子の部分塩基配列 (1095 bp) に大きな遺伝的
差異はみられず，また顕著なハプロタイプの地理
的分布パターンも見いだされなかった (Yamazaki et

al., 2003)．この理由については，比較的最近の分
散によって過去の地域間の遺伝的分化が打ち消さ
れてしまったか，あるいは本種が本州において遺
存的分布を示すことから，遺伝的浮動や局地的な
集団の絶滅によって，本来の集団構造が失われた
可能性が挙げられている．ただし，ハプロタイプ
間の系統関係をみると，他から明瞭に区別される
クラスターが単一地域集団のみから構成されてい
ることが多く，地理的集団構造が失われたのでは
なく，存在はするが検出されなかったようにもみ
える．これら単一地域のmtDNAグループと，北海
道から本州にかけて広く分布するグループ（例え
ばクレード3–5：Yamazaki et al., 2003）を考慮す
ると，本種の場合にもトミヨ属“淡水型”やイワ
ナのような2つのフェーズが浮き出てくるかもしれ
ない．
これら4つの冷帯性淡水魚を比較するだけでも，
系統地理パターンやその形成過程における気候変
動の影響が必ずしも種間で同一ではないことがわ
かる．これには，それぞれの種で生活史や分布範
囲などが異なっていることに加え，解析集団の採
集範囲や集団あたりの解析個体数など，手法的な
違いも影響している可能性がある．にもかかわら
ず，いくつかの注目すべき共通点もみとめられる．
一つは，トミヨ属淡水型やハナカジカで，山形地
域の河川に他から明瞭に分化した種内系統が分布
する点である．同様のパターンは，スナヤツメ南
方種Lethenteron sp. S (Yamazaki et al., 2003) やジュ
ズカケハゼGymnogobius castaneus (Sota et al., 2005)

でも認められており，この地域に冷帯性魚類を含
む複数の淡水魚類が隔離された共通の地史的・生
態的要因が存在したことが示唆される．
もう1つの共通点は，上記の広塩性魚種のいず

れにおいても，北海道の石狩低地帯が地理的障壁
として作用した形跡がみられないことである．こ
れは，石狩低地帯が純淡水魚類の分散の障壁と
なったと考えられてきたことと一致しない（西村，
1974, 1980）．唯一，トミヨ属“淡水型”において
は，石狩川水系と日高山脈南斜面に共通の局所的
mtDNAグループが認められるが，これはつい最近
まで（約3万年前まで）石狩川水系が太平洋側に
注いでいた証拠を提示するものの（西村，1974,

1980），この地域が海峡であったことを示唆するも
のではない．また，ハナカジカにおいて津軽海峡
が更新世前期から地理的境界としてはたらいてい
たことは，本海峡が更新世に陸化した証拠がない
こと（前述）と整合的であるが，このように海峡
を越えた分散が制限されている本種においても，
石狩低地帯は地理的障壁として機能しなかったよ
うである (Yokoyama and Goto, 2002)．
通し回遊魚の集団構造 上にみてきたとおり，
ハナカジカを除く3種については，更新世後半の
氷期における，北海道から本州にかけての大規模
な分散が示唆された．この期間の氷河性海水準変
動の変動幅が120 mであったことを考えると（上
記参照），少なくとも北海道と本州の間に淡水系
の接続はなかったはずであり，海を通じた移動・
分散が示唆される (Takahashi et al., 2001; Yamamoto

et al., 2004a)．現在，氷期におけるこれらの魚類の
移動・分散様式を直接知ることはできないが，現
在の分布域北部の状態から類推することは可能で
ある．また，海を通じた移動・分散が可能な場合
にどのような集団構造を取りうるのか，そしてそ
れに関わるさまざまな要因については，他の通し
回遊性魚類の研究から類推できるかもしれない．
次に，大規模かつ高精度な集団構造解析が行われ
ているシロザケOncorhynchus ketaと，さらに冷帯
性魚類ではないがアユPlecoglossus altivelisやハゼ
類を例に，通し回遊魚の系統地理パターンについ
て，少し詳しくみていきたい．

Sato et al. (2004) は，北太平洋北部周縁域に広
く分布する遡河回遊魚のシロザケについて，その
広大な分布域のほぼ全体を網羅する大規模なサン
プリングを行い，mtDNA調節領域前半の塩基配列
に基づく集団構造解析を行った．その結果，大き
く3つのmtDNAグループ (A–C) が見いだされ，日
本地域にはこれらすべてのグループが，ロシア地
域には主にBとCのグループのみが分布していた．
一方，北米地域では，分布するハプロタイプのほ
ぼすべてが Bグループに属するものであった．
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AMOVAおよびハプロタイプ頻度の検定結果から，
これら3つの地域間で明瞭な遺伝的分化が生じて
いること，さらに日本と北米，それぞれの地域内
にも弱いながら遺伝的分化が生じていることが明
らかとなった．また，NCPAの結果（佐藤・山本，
2003：学会発表），mtDNAハプロタイプの分布パ
ターンの形成要因について，“連続的な分布域の拡
大”が示唆された．さらに，3地域の中で日本地
域の遺伝的多様度が高かったことから，シロザケ
は日本海周辺地域を地理的起源とし，ロシア経由
で北米へと分布域を拡大したことが，その集団構
造に反映されていると考えられる．
アユは両側回遊魚の一年魚であり，ふ化後の浮
遊生活期を沿岸域で過ごす．温帯域に広く分布し，
特異な生活史をもつ本種では，これまでに数多く
の遺伝的集団構造解析が行われている（例えば，
Nishida, 1986; Iguchi et al., 1997, 1999; Ikeda and

Taniguchi, 2002; Ikeda et al., 2003; Takeshima et al.,

2005）．これらの解析から，まず本種は琉球列島
に分布するリュウキュウアユP. a. ryukyuensisと，
それ以外の地域に広く分布するアユP. a. altivelisの
2亜種に遺伝的に大きく分けられ，前者はさらに
奄美大島において西部集団と東部集団に（ただし，
沖縄島の集団に関しては解析前に絶滅したので分
からない），後者は両側回遊型集団と琵琶湖を海
の代替として生活史を完結させる琵琶湖集団に，
それぞれ細分されることが明らかにされた．両側
回遊型アユでは，日本列島本土においては広く連
続的な集団構造がみられたものの (Iguchi et al.,

1999)，島嶼部の集団では，本土からの距離に応じ
て遺伝的分化が進んでおり，さらにはハプロタイ
プ多様度が低くなる傾向が示されている (Iguchi

and Nishida, 2000)．また，同じく両側回遊性の生
活史をもつ奄美大島のリュウキュウアユでは，比
較的小さな地理的スケールで地域集団間にハプロ
タイプの置換が起きている (Ikeda et al., 2003)．こ
れらの例は，沿岸づたいの分散の程度に影響する
地形や海流などの条件によって，アユの集団構造
の空間的スケールが大きく変動することを示して
いる．
アユの2亜種間を隔てている琉球列島と日本本
土の間の地理的隔離について，向井 (2003) はハゼ
科魚類を中心とした汽水魚や通し回遊魚を対象に
比較系統地理学の観点からとりまとめている．こ
のなかで，両地域間で明瞭な遺伝的分化がみられ
る種または姉妹種から，まったく遺伝的分化がみ
られない種まで，さまざまな種の存在が指摘され

ており，その原因について系統とそれぞれの種の
分布域という2つの要素から考察されている．系
統的要素に関しては，両地域間で明瞭な遺伝的分
化がみられたハゼ科魚類の多くはゴビオネルス亜
科 (Gobionellinae) に属しており，逆に分化のみら
れなかったものの多くはハゼ亜科 (Gobiinae) であ
ることが指摘されている．一方，分布域に関して
は，その分布範囲が相対的に狭く，東アジア地域
に限定されるものに，両地域間の遺伝的分化が多
くみられることが示されている．
通し回遊魚の系統地理パターンは，純淡水魚に
比べ，海を通じた遺伝子流動によって水系間の遺
伝的分化が抑制される傾向がある（例えば，
Avise, 2000; McDowall, 2001）．シロザケやアユの
例では，地点当り多数の個体を解析し，高い精度
の集団遺伝学的解析を行うことで，分布域形成過
程や集団構造をもたらす地理的条件などをとらえ
ることに成功している．先に示したトミヨ“淡水
型”やイワナなどの冷帯性魚類においても，見い
だされた地域グループごとに解析個体数を増やす
ことにより，地理的起源や分散の方向など，氷期
における分散過程の痕跡がとらえられるかもしれ
ない．McDowall (2001) が指摘するように，通し回
遊魚では，水系間の分散により遺伝的分化が抑制
される一方，陸封化に伴い遺伝的分化が促進され
る．日本列島付近を分布の南限とする冷帯性淡水
魚類の系統地理パターンには，氷期－間氷期サイ
クルに応じて，その抑制・促進の両作用が，種に
よってさまざまな程度ではたらいているようであ
る．今後，より多くの種が解析され，通し回遊魚
や汽水魚との比較が進むにつれて，冷帯性淡水魚
類の集団構造の形成原理における一般性がより明
瞭に理解されると期待される．

(3) 種間交雑や単性生殖を伴う複雑なケース

これまでは，主に単一種内のmtDNA遺伝子系
統に見いだされた系統地理パターンに基づいて，
その形成過程を考察し，さらに複数の種間におい
てそれらをさまざまな角度から比較してきた．こ
のような比較系統地理学においては，各種の遺伝
子系統は種の枠組みを越えることはなく，互いに
独立したデータを空間的に重ね合わせて議論する
ことが可能である．しかし，種間交雑などにより
遺伝子の異種間流動がみられる場合には，空間的
に重なり合う複数の種の間で，遺伝子系統は種の
枠組みを越えて互いに関係し合い，よりいっそう
複雑なパターンを示す．また，フナ属魚類Caras-
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sius spp. やドジョウMisgurnus anguillicaudatusでは
雌のみからなる集団が存在し，有性生殖を行う親
種から遺伝的に隔離された単性生殖性の生物型が
みられる．これらは，有性生殖を行う親種の系統
地理パターンに，単性生殖生物型内の遺伝子系統
が混在するという，複雑なパターンをとることに
なる．ここでは，このような複雑な系統地理パ
ターンについて，これまで日本の淡水魚類で得ら
れている情報をもとに論じる．
種間交雑による遺伝子の種間流動（異種間浸透

introgression）は，形態やアロザイム分析などによ
る種の枠組みと，mtDNAなどの一部の遺伝子系統
が一致しないことによって捉えられてきた．これ
まで，日本産淡水魚類においては，チチブ Tri-

dentiger obscurusとヌマチチブT. brevispinis (Mukai

et al., 1997)，トミヨ属の“淡水型”とエゾトミヨ
P. tymensis (Takahashi and Takata, 2000)，同じく
“淡水型”と“汽水型”(Takahashi et al., 2003)，イ
トヨGasterosteus aculeatusの“太平洋型”と“日
本海型”(Yamada et al., 2001; Watanabe et al., 2003)

の各種間，あるいはシマドジョウ類の種間 (Kita-

gawa et al., 2001; Shimizu et al., 2004) で観察されて
いる．魚類の交雑と遺伝子浸透に関しては，向井
(2001) による総説があるので，ここでは異なった
パターンを示すチチブ類とトミヨ類を例に，異種
間浸透が系統地理パターンに与える影響について
みていきたい．

Mukai et al. (1997) は，アロザイム分析により明
瞭な遺伝的分化が示され，日本列島において広く
分布域が重なるチチブ（汽水性）とヌマチチブ
（両側回遊性）との間でmtDNAの系統地理パター
ンを比較した．その結果，両種のハプロタイプは，
それを保有していた種に関係なく，地理的にまと
まった3つのサブグループ（本州太平洋沿岸，西
日本，日本海沿岸 –東北地方）を形成していた．
両種間で稀に雑種がみられることなどから，この
ような“種の枠組みを超えた”単一の系統地理パ
ターンは，互いの分布が重複する地域で交雑によ
りmtDNAの異種間浸透が多所的に生じ，一方の
種のmtDNAがもう一方の種のものに完全に置き換
わった結果として形成されたと推定される (Fig.

9A)．なお，各サブグループ間の遺伝的差異が小
さいことから，異種間浸透は各地域において同一
方向に起きたと考えられるが，両種が共有する
mtDNA系統が本来どちらの種のものなのかは不明
である．
一方，トミヨ属の“淡水型”とエゾトミヨは互

いに陸封性淡水魚であり，前者は北海道から本州
北部にかけて広く連続的に分布し，後者は北海道
の道北，道央，そして道東の各地域に不連続に分
布する．両種間でmtDNA全体のRFLP解析に基づ
く系統地理パターンを比較した結果，多くの地点
で両者は遺伝的に大きく分化した（平均塩基置換
率5.9%）mtDNA系統をもっていたが，道北の一
部の河川と道央では，エゾトミヨのもつハプロタ
イプが同所的な“淡水型”のものに極めて近縁で
あり，これらの地域において“淡水型”からエゾ
トミヨへのmtDNAの異種間浸透が起きていること
が示唆された (Takahashi and Takata, 2000)．異種間
浸透を受けたエゾトミヨ集団のハプロタイプの単
系統性が，系統樹型間の尤度比検定により統計的
に棄却されたことから，異種間浸透は各地域で独
立に起きたと考えられる (Fig. 9B)．また，すべて
の被浸透集団において，浸透した“淡水型”由来
の mtDNA系統が固定し，エゾトミヨ本来の
mtDNAは失われていた．興味深いことに，これら
の集団では遺伝的多様度が飛躍的に増加してい
た．
チチブ類では一方の種の全体において，トミヨ
属魚類の場合にはエゾトミヨの一部の地域集団に
おいて，本来のmtDNAの系統情報が異種間浸透
により完全に消失している．シマドジョウ類でも
きわめて複雑なmtDNAの異種間浸透パターンが報
告されている (Kitagawa et al., 2001; Shimizu et al.,

2004)．これらの例は，他種との種間交雑が疑われ
る種を対象とした研究において，異種間浸透現象
を正確に把握していないと，その系統地理学にお
いて誤った推論を導いてしまう危険性を示してい
る．このことは，Fig. 10Bのケースで，もし“淡水
型”の系統地理パターンを把握していない場合に，
エゾトミヨのみを解析した場合を考えればよくわ
かる．この場合，エゾトミヨの種内mtDNA系統に
大きく分化した2系統が存在し，異種間浸透を受
けた地域集団と受けていない集団間に，ありもし
ない大きな地理的ギャップの存在を結論してしま
うかもしれない．異種間浸透現象は，このように
系統地理学的解析においてやっかいな問題である
と同時に，過去の遺伝子流動を伴う種間交雑の存
在を示す現象として，進化生物学的に大変興味深
い現象でもある（向井，2001）．
日本産淡水魚において単性生殖生物型の存在は
フナ属とドジョウで知られている．魚類や両生・
爬虫類における単性生殖型の多くは種間交雑をそ
の起源にもつことが多いとされており，一般に雌

日本産淡水魚の分布域形成 23



のみから構成され，関連する他の有性生殖をする
2倍体種から遺伝的に隔離されている (Vrijenhoek

et al., 1989)．なお，フナ属では単性生殖集団は倍
数性（主に3倍体）であるが，ドジョウでは非減
数卵を産む2倍体クローン系列が存在することか
ら，両者の生殖様式は異なっているようである
(Morishima et al., 2002)．単性生殖集団とその起源
となった交雑の親種との間のmtDNAをマーカーに
用いた系統地理学は，発端となった交雑の方向性
や，各クローンの地理的起源を知る上で有用であ
る (Avise, 2000)．
フナ属の単為生殖型であるギンブナCarassius

auratus langsdorfiiでは，これまでmtDNAをはじめ，
さまざまな分子マーカーによってその起源や分布
域の形成過程が調べられている．DNAフィンガー
プリント（ミニサテライト）法などにより，ギン

ブナの野生集団では多数のクローンが混在するこ
とが示され（董ほか，1996;  Umino et al., 1997;  大
原ほか，1998），Ohara et al. (1999) は，マイクロサ
テライトDNA分析に基づいて，各クローンが雑種
に起源した可能性を示唆している．また，一部の
クローン系列が地理的に離れた複数の地点から採
集されたことから，ある地域でクローンが生じた
後，分布域の拡大が起こっていることも示されて
いる (Ohara et al., 2003)．ギンブナと他の2倍体性
フナとの間でmtDNAによる母系統解析を行った結
果，ギンブナのハプロタイプは日本産の2倍体性
フナと共通の系統と，そうでない系統の2系統に
分かれた (Murakami et al., 2001; Iguchi et al., 2003)．
Murakami et al. (2001) は，前者は日本産フナを母
系起源とし，後者は金魚かその近縁亜種を母系起
源とすると考察している．一方，核ゲノムマー
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Fig. 9. Examples of phylogeographic patterns of two closely related species with mtDNA introgres-
sive hybridization. (A) Neighbor-joining tree based on cyt b haplotypes of Tridentiger obscurus and T.
brevispinis (Mukai et al., 1997). Authentic mtDNA lineages of either species were completely re-
placed by mtDNA lineages of the other via multiregional mtDNA introgression. (B) Neighbor-joining
tree based on mtDNA haplotypes of Pungitius pungitius and P. tymensis (Takahashi and Takata,
2000). Part of the P. tymensis populations (open squares) possess introgressant mtDNA lineages from
sympatric P. pungitius.



カーを用いた研究から，ギンブナは日本産の2倍
体性フナにはみられない特徴的なアリルを保有し
ていることも報告されている (Taniguchi and Sakata,

1977; Y. Shimizu et al., 1993; Murakami and Fujitani,

1997)．また，これらの特徴的なアリルが大陸産の
フナからも検出されていることから，日本のギン
ブナの親種に大陸系のフナが関わっている可能性
も指摘されている．しかしながら，大陸産はいう
に及ばず，日本列島のフナ類の遺伝的特徴や集団
構造は，未だ網羅的に明らかになっているとはい
えない．また少なくとも現在，系統的に遠縁のゲ
ンゴロウブナを除けば，2倍体種はほとんどの地域
で他の2倍体種と同所的に分布しない．これらの
ことから，ギンブナがそもそも本当に雑種に起源
するのか，それによって多数のクローン系列の存
在や地理的分布パターンが整合的に説明しうるの
か，など，解決すべき基本的な問題が多く残され
ている．
異種間浸透現象や単性生殖型が存在する場合に
は，その遺伝子系統は種の枠組みを超えて相互に
関係し合い，複雑な系統地理パターンを示す．こ
れらの問題に取り組むためには，核ゲノムマー
カーを利用した分析が必要であり，これまでもい
くつかの例において，アロザイムやマイクロサテ
ライトなどにより，各々の現象の進化プロセスが
解き明かされつつある．ただし，これまでの研究
で用いられている核ゲノムマーカーは，いずれも
個々のアリル間の系統情報をもたないものばかり
である．核遺伝子の異種間浸透やより正確な単性
生殖種の親種の追跡，あるいは核ゲノムの系統地
理パターンの解明を行うためには，塩基配列のよ
うな系統情報をもつ核ゲノムマーカーの開発と適
用が必要である．

日本の淡水魚類相の形成プロセス―今後の展開

到達点と限界

以上にみてきたとおり，特に1990年代以降，日
本列島における淡水魚類の分布域形成に関して，
分子マーカーを用いた数多くの研究が蓄積されて
きた．水野・後藤 (1987) で紹介されたアロザイム
や核型分析によって先鞭を付けられた集団分化や
種形成に関する研究プログラムが，より綿密かつ
膨大なデータによって結実してきたといえる．そ
の結果，温帯性淡水魚類の系統やその分布域形成
の時空間的フレームワークのあらましがみえ始め，
冷帯性淡水魚類のダイナミックな分布域形成とそ

れに伴う陸封化や種形成・交雑に関しても，複数
の種群で明らかになってきた．なかでも主に
mtDNA分子系統を用いた系統地理学，すなわち遺
伝子系統樹の地理的分布に対する解析手法の発達
により，従来のアロザイム分析による集団比較で
はなし得なかったような解析，つまり，定式的な
分布域形成の推論枠であるNCPAによる解析をは
じめ，種間・集団間交雑の検出や集団の人口学的
な歴史に関する推察も進められるようになってき
た．分子時計の適用や新しい地質学・古環境学上
の知見により，精度や信頼性には未だ問題がある
ものの，客観性や蓄積性の高いデータに基づいた
進化時間の推定もなされるようになってきた．わ
れわれが現在描く，特に温帯性淡水魚の分布域形
成の時間枠は，Lindberg・西村・水野の描いた鮮
新–更新世からさらに中新世までさかのぼるもの
であり，比較的豊富な中新世以降の淡水魚類化石
から議論されている魚類相形成史（友田，1982;

中島，1987;  琵琶湖自然史研究会，1994など）と
その探求対象は時間枠として一致することになる．
一方，Lindberg・西村・水野が描いた淡水魚類

相レベルの歴史，一言でいえば，大陸部との複数
回の交流・隔離による魚類相の複層形成に対し
て，われわれは現在それに替わる明瞭な魚類相形
成史を描けているだろうか．確かに各分類群にお
ける分布域形成パターンに対する理解は，その時
代設定とともに格段に進展した．しかし，そのパ
ターンの分類群間，あるいは魚類相・地域レベル
での比較や統合は，上述のとおり，冷帯性淡水魚
類や島嶼域の通し回遊魚において試み始められた
ばかりである．個別の分類群ごとの系統地理解析
では，当然ながら，その分類群が分布していない
地域を解析の対象とすることができないので，分
類群ごとに異なる絶滅や分布域拡大過程を含む地
域魚類相の形成史を解明するには，統合的なアプ
ローチが必須である．しかし，その前提となる十
分な種・集団サンプリングのもとで解析が行われ
た分類群は未だ乏しい．例えば，温帯性淡水魚類
では，朝鮮半島のみならず，東アジア全体を解析
の視野に入れなければならないが，そのような解
析例はわずかである．また現在のところ，各研究
で用いられる分子マーカーがそれぞれ異なること
や信頼性の高い分子時計が確立されていないこと
からも，断片的な知見の共通点を恣意的に集めて
議論する以上のことは難しい．量質ともに格段に
充実しつつある系統・生物地理データから，日本
列島の淡水魚類相形成史を総合的に理解するの
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は，まさにこれからの課題として残されている．

今後の展開に向けて

分子生物学的手法はますます発展し，集団遺伝
学や系統学に適用できる分子マーカーの選択肢は
広がりつつある．また新しいデータの精度や特性
に合った解析理論や手法も次々と開発されている．
その一方で，日本（そして東アジア）の淡水魚類
の集団や個体数は減少を続け，分布は人為的に大
きく撹乱されている．現在，われわれは，淡水魚
類相の生物地理・自然史を科学的に描くことがで
きる最初で最後の時期に立ち会っているのかもし
れない．このような観点を踏まえ，最後に日本の
淡水魚類相のさらなる理解に向けて，今後の展開
の方向性に関して，次の3つを柱として議論した
い．まず日本列島の淡水魚類相の形成過程は複雑
であること，分布域形成は進化生態学・群集生態
学的なプロセスであること，そして自然の歴史認
識や保全において生物地理学が重要な役割をもつ
こと，である．
複雑な生物地理 日本列島の淡水魚類相は複雑

である．これは，日本列島の形成がおよそ2000万
年前にまでさかのぼること，列島形成期以降，氷
期–間氷期サイクルなどの下で大陸部と複数回の
魚類相の交流を経てきたらしいこと，列島が南北
に長く，現在また歴史的にも多様な気候・環境条
件を含むこと，そして地域や分類群によっては大
規模な絶滅も経てきたと考えられることなどによ
る．このような複雑な要素を含む地域に対して，
単純な分断や分散による分布域形成のストーリー
を描くことは不可能である．では，どのように複
雑な生物地理に取り組めばよいだろうか．
まず理解すべきなのは，各分類群の分布域形成
史と地域魚類相あるいは固有地域の形成史が必ず
しも一致するとは限らないことである．淡水魚類
相の形成が主に地理的分断等の共通要因によって
影響を受けてきたのか，それとも個別の分類群の
分散能力や種間関係，偶然性がそのような共通性
を越えて魚類相をかたちづくってきたのか，魚類
相形成史を描く上で，このこと自体が探求・検証
の対象である．しかしながら，まず異なる分類群
間での共通性を見いだそうとする分断生物地理以
来の論理は，魚類相レベルでの統合的理解を目指
す以上，妥当であろう．
解析の主体が分類群であるか地域であるかにか
かわらず，近縁種や種内集団のレベルでの分子系
統樹の情報が重要であるのは繰り返し述べてきた

とおりである．しかし，かなりの知見が蓄積され
てきたとはいえ，未解析の，あるいは断片的な研
究しかなされていない魚種は多く，個別分類群に
関する精度の高い研究がますます求められている．
地域を共有する複数種群の分子系統や集団構造
データが得られた場合，そこから共通（一般）パ
ターンを見いだしていくことになる．前章で試み
たフォッサマグナによる分断や琉球列島と日本列
島の間の分化などに関する比較研究は，今後進め
るべき方向性の1つである．一方，前述のとおり，
これまで日本産淡水魚を含む東アジアの淡水魚類
について，現代的な歴史生物地理学的手法が適用
された例はほとんどない．日本に生息する同属あ
るいは近縁属に含まれる種が単系統となるのは，
東アジア域に分布する近縁種を含めた場合である
ことが多い．したがって，この地理スケールで得
られた系統樹に対して，分断（分岐）生物地理
（ブルックス最節約法，成分分析など）やイベン
ト・ベースな手法（調和系統樹 reconciled tree，
DIVAなど）（Crisci et al., 2003など参照）をまず正
攻法として試みることが望まれる．複雑な生物地
理に対してこのような諸方法がどの程度効力を発
揮するのか（あるいは，しないのか）を検討する
ことは，理論や手法の発展にも重要な知見をもた
らすはずである．また，複数種の集団構造データ
に対してNCPAを行うことで，比較NCPAともい
える統合的なアプローチが可能になるかもしれな
い．これら歴史生物地理学的手法から得られた一
般地域分岐図は，現在のPAE地域分岐図 (Wata-

nabe, 1998) に替わるものとして，個別分類群に特
有な分布パターンを検出するのに役立ち，その分
布域形成の進化プロセスに対する考察を可能にす
ると予想される．
分子系統樹は，時間的なスケールを系統樹に持
ち込むことで，異なる分類群間の比較や地質イベ
ントとの対応をより信頼性の高いものとし，歴史
生物地理学に大きく貢献する．特に分子時計によ
る絶対時間の推定はきわめて利用価値が高い．信
頼性の高い分子時計の較正と適用は理論的にも現
実的にも難しい (Hillis et al., 1996)．しかし，アロ
ザイム研究以降，これまでの研究では比較的安易
に既成の分子時計を適用することが多かった．各
分類群の分子進化特性を共通の地理的分断を利用
し，詳細に比較することにより，東アジア地域の
淡水魚類における分子時計の較正を試み，より妥
当性の高い適用を進めていく必要がある．魚類に
おいてはmtDNAの塩基配列情報がゲノムレベルで
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非常に多く蓄積されており（例えば，Miya et al.,

2003），領域ごとの変異特性についてもゲノムワイ
ドで比較が可能である．進化速度などの特性がよ
く分かった共通の（あるいは比較可能な）分子
マーカーの設定と利用が有意義であろう．
同時に，組換えがなく，実質1つの遺伝子座と
して振る舞うmtDNAのマーカーのみならず，複数
の遺伝子座からの核ゲノムマーカーを利用する価
値は高い．マイクロサテライトなどの超可変性
マーカーは，数十から数km程度の微細な集団構
造の解明に役立ち，また集団の人口学的な歴史の
推定にも有効であるが (Jarne and Lagoda, 1996;

Luikart and England, 1998; Goldstein and Schlotterer,

1999)，日本産淡水魚に関する適用例はほとんどな
い（渡辺・西田，2003;  Yamamoto et al., 2004b）．
また，塩基配列レベルの核マーカーの適用はこれ
までほとんどなされていないが，複数の遺伝子座
のデータにNCPAを適用することで，遺伝子レベ
ルの分布域形成と集団や種の分布域形成の関係，
あるいは特定の遺伝子座にかかる自然淘汰につい
て，より深く追求することが可能になるだろう
（後述）．核のマーカーは，mtDNAと比較して，そ
の長いコアレセンス時間や組換えのために系統地
理解析への適用が難しい面もあるが (Avise, 2000)，
複数の核マーカーによる解析とその結果の評価は
今後の目標の1つである．
一方，マーカーや解析法以前に，サンプリング
のデザインと綿密さが，得られる結果とその考察
に影響することは間違いない．例えば，アロザイ
ム分析から，実際には多系統的な淡水性イトヨ類
が単系統だと一時結論されたのは (Taniguchi et al.,

1990)，大きな分化を遂げた太平洋–大西洋集団グ
ループと日本海集団グループのうち，前者の代表
として淡水性集団のみを用いたことが原因であっ
た (Higuchi and Goto, 1996)．種の分布域全体にわ
たって網羅的に解析がなされている例は，現在の
ところメダカやアユ，ヤツメウナギ類やトゲウオ
類など，一部の分類群にすぎない．
幸いなことに，DNAは比較的保管が容易な小さ

な組織標本から得ることができ，また塩基配列
データはデジタル化することにより，蓄積と相互
比較が簡単である．一方，現在，大学等の基礎研
究機関のみならず，各種の研究機関，行政機関や
市民によって，地域的あるいは全国的な淡水魚類
調査が行われている（例えば，国土交通省河川局
河川環境課，2001;  環境省自然環境局生物多様性
センター，2002）．現在の淡水魚類の危機的な減

少傾向を考えると，DNA分析用標本の組織的・
網羅的な蓄積とそれらの解析のための体制を早急
に作り上げ，既往のデータを含めた包括的な系統
地理データベースを構築していくことは，今後の
生物地理研究および生物多様性の保全（後述）を
大きく推進させるのに役立つはずである．
進化・群集生態学的なプロセスとしての生物地

理 歴史生物地理で実際に扱いうる時空間スケー
ルとはかかわりなく，分布域形成は進化生態学・
群集生態学的プロセスである．ここで，淡水魚類
の分布域形成がどのように進行するのかを改めて
考えてみたい．
地理的なスケールでの移動分散能力は，一般に
純淡水魚では通し回遊魚よりも劣ると考えられ，
前者の分散は陸水系間の地理的障壁が消失したと
きに，geodispersal (Ronquist, 1997) として比較的
斉一的に生じるのかもしれない．生息地や生態特
性によって分布拡大の速度は異なるかもしれない
し（例えば，下流域に生息する種は河川の氾濫な
どによって移動分散しやすい，など），あるいは分
布域形成という時間スケールでは，そのような差
異は誤差の範囲かもしれない．通し回遊魚では，
より短期的な偶発的分散によって，その分布や集
団構造が確率的なものとなりやすいとも考えられ
るが，調べられたいくつかの種では明瞭な地理的
集団構造がみとめられている．
一方，ある場所への侵入に引き続き，分布の確
立には定着がなされなければならない．この過程
で，侵入種は既存の群集にとって“外来種”とい
う立場となり，群集構成や生息地特性・環境収容
量によって，必ずしも定着は成功しないだろう．
定着，つまり分布域拡大は，新たな種間関係の形
成，密度依存過程，そして環境変動への応答や新
しいニッチへの進入と適応などを通じて起こった
はずである．さまざまな時間スケールで展開して
きたこのような実際の分布域形成過程を，われわ
れはどれぐらいリアルに解明し，理解することが
できるのだろうか．
新しい生息場所への侵入と絶滅という観点から
群集形成を理解する試みは，1960年代からR. H.

MacArthurを中心に，特に“島”の生物群集をモ
デルとして，島の生物地理，あるいは生態生物地
理学という枠組みで，理論・実践面ともに大きく
展開されてきた (MacArthur and Wilson, 1967;

MacAthur, 1972; Grant, 1998)．島モデルは，現在
ではより一般的な“メタ個体群生態学”として，
より幅広い対象範囲について発展している（例え
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ば，Hanski, 1999）．経験則として古くから知られ
る種数–面積関係は，面積に応じた侵入と絶滅の
バランスの違いとして理論的に理解することが可
能である．広島県の河川における淡水魚類相の綿
密な調査に基づいて，平山・中越 (2003) やHi-

rayama and Nakagoshi (2003) は河川規模（流長）
と種数の間にべき乗関数的な関係を見いだしてい
る．この関係は純淡水魚で顕著であるが，通し回
遊魚では，有意ではあるものの，中規模河川です
ぐに種数が飽和していた．河川規模が環境収容量
に影響し，絶滅率と負の相関があること，そして
生活史型による移動分散能力の差異が侵入・絶滅
に影響していることが考えられる．このような比
較的小さな地理スケールでは，環境収容量や移動
能力，そしておそらく種間関係といった生態生物
地理学的な要因が魚類相を決める重要な力となり
うる．一方，鮮新世以来の長い歴史をもつ琵琶湖
にハスやナマズ科の3種といった大型の魚食性魚
類が生息するのと対照的に，それ以外の地域では
そのような純淡水魚はほぼナマズSilurus asotus1種
のみである．また大陸部に生息するコイ科のいく
つかのグループ（クセノキプリス亜科やクルター
亜科）は，琵琶湖にワタカIschikauia steenackeriが
生息するほかは日本に生息しない．化石記録から，
鮮新世にはタイワンドジョウ科魚類が（谷本・奥
山，2003），また現在までに絶滅した多くのコイ科
魚類がかつて日本に生息していたことを考えると
（Nakajima, 1986;  中島，1987），鮮新–更新世には
日本列島の河川の環境収容力が低下し，大型種や
栄養段階の高位の種を中心に，かなりの絶滅や集
団の縮小が起こったことが示唆される．
新規に侵入した種は，既存の群集の中でどのよ
うに定着していくのだろうか．本州西部日本海側
の河川は太平洋・瀬戸内海側の河川と比べて魚類
相が乏しいが，いくつかの魚種では後者から前者
へ歴史的に侵入した可能性が示唆され（シマド
ジョウ類：君塚，1987;  カワヨシノボリRhinogob-

ius flumineus: T. Shimizu et al., 1993;  松宮ほか，
2001），実際に中国山地や琵琶湖周辺には河川争
奪の地形的痕跡がみられる（君塚，1987参照）．
太平洋側の河川中・上流域ではカワヨシノボリは
一般的で生息密度も高い．しかし，福井県嶺南地
方における本種の分布は，佐分利川（加藤・松田，
1994）およびそれと隣接する南川水系の一支流の
みに限られ，中流域に広く生息する他の2種のヨ
シノボリ類の存在が本種の分布の拡大を阻んでい
るのかもしれない（松宮ほか，2001）．

人為移殖は図らずも新規侵入種が既存群集へ与
える影響を可視化している．タイワンドジョウ
Channa maculataやカムルチーC. argusのような東
アジア産の魚食性の大型種は，数十年以上前に日
本に導入されてから現在まで，定着はしたものの，
小さなため池などでさえ，在来種と共存している
ように見受けられる．ニジマスOncorhynchus

mykissは非常に多くの地域で移殖が行われながら，
これまで定着した場所は，北海道などの一部を除
けば，わずかである（谷口，2002）．それに対して
北米産のオオクチバスMicropterus salmoides，コク
チバスM. dolomieu，あるいはブルーギルLepomis

macrochirusは，その生態と急速・広範囲にわたる
人為移殖により，侵略的外来種として在来生態系
に壊滅的な影響を与えている（日本魚類学会自然
保護委員会，2002）．一方，大陸部から人為移殖
されたタイリクバラタナゴは，亜種ニッポンバラ
タナゴと交雑し，遺伝的にほとんど置き換わって
しまった（長田，1997）．同様のことは，国内移
入種であるモツゴによるシナイモツゴの置換現象
としてもみられる (Konishi et al., 2003)．伊勢湾周
辺域にはギギ科としてネコギギのみが自然分布し，
鈴鹿山地を隔てた西部には遠縁のギギが分布する．
しかし，鮮新–更新世にはギギが伊勢湾周辺域お
よびそれ以東にも分布し，その後絶滅したことが
化石記録から分かっている (Watanabe and Uyeno,

1999)．現在，ギギがネコギギ生息域に人為移殖さ
れ，同所的に生息する河川が生じている（渡辺，
1997）．このような人為移殖による分布撹乱は生
物多様性に大きな悪影響を与え，望ましくない事
態である．しかし，分布撹乱がある程度進んでし
まった現在では，これらの人為移殖による種間関
係の変化や帰結について研究を行うことにより，
“実験生物地理”ともいえるアプローチが可能であ
り，かつての分布域形成プロセスに外挿しうる
ケースもみつかるかもしれない．
別の“実験生物地理”的アプローチとしてHay-

don et al. (1994) は，歴史・生態・偶然の3つの生
物地理プロセスを取り込んだコンピュータ・シ
ミュレーションによる分布域形成に関する理解を
試みている．また最近，ある種の既知の生息地に
おける環境条件からニッチ・モデルを構築し，例
えば，人為移入種の定着可能性を予測・検証する
試みがなされている．Iguchi et al. (2004) は，原産
地である北米におけるオオクチバスとコクチバス
の生息環境データから遺伝的アルゴリズムを用い
て立てられたニッチ・モデルによって，日本にお
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ける両種の定着可能地域を予測した．オオクチバ
スで予測される分布域は実際の分布域とよく合致
していた．このことにより，モデルの有効性が確
認され，同時に，移殖をとおしてオオクチバスが
すでに生息可能水域を席巻している事実が明らか
となった．一方，コクチバスでは，予測される生
息水域が，実際の生息水域をはるかに上回ること
が判明し，今後の生息水域拡大が懸念される結果
となった．実際の魚類相の歴史的形成過程は非常
に複雑に違いない．しかし，地史や古環境の情報，
そして現生種の生理・生態情報を明示的に取り込
んだモデルやコンピュータ・シミュレーションを用
い，統計的に検証・選択ができるかたちで魚類相
形成史を復元することは，今後の挑戦的な課題で
ある．
適応やそれを伴う種形成は進化生物学における
重要な課題であり，分布域形成過程やそれを解析
する系統地理学は，その重要な研究基盤となる．
日本本島のアユは，琵琶湖集団を除いて，アロザ
イムやmtDNAでは明瞭な集団構造をもたない
(Nishida, 1986; Iguchi et al., 1997)．最近，武島ほ
か（2004：学会発表）は，アリル頻度で琵琶湖集
団を特徴づけるGPI遺伝子の1遺伝子座において，
電気泳動性の差を生むSNP（1塩基多型）を特定
した．生化学的な機能をもつアロザイムはしばし
ば自然淘汰を受けたり，淘汰を受ける遺伝子座と
連鎖することにより，非中立的に振る舞う場合が
ある．マイクロサテライトなどの超可変中立マー
カーによる大規模な集団構造解析との対比により，
自然淘汰や適応を塩基配列レベルから追求するこ
とが可能であろう．最も系統地理分析の進んだ種
の代表であるメダカでは，別種レベルに遺伝的に
分化した南北の集団グループが存在するが，
mtDNA全塩基配列の集団間比較によって興味深
い結果が得られている（向井ほか，2003：学会発
表）．アロザイムやmtDNAシトクロムb遺伝子領
域で明瞭な集団構造がみられないメダカの北日本
集団グループの一群において，調節領域中の繰り
返し配列数には著しい変異があり，冬季の最低気
温とその繰り返し数に正の相関がみられる．
mtDNAは代謝・適応に関わるさまざまな機能に関
与すると考えられており，この繰り返し数にも何
らかの淘汰がかかっていると推察されている．ま
た，わずか数十kmほどの地理的範囲のさまざまな
生息環境に侵入したメダカにおいて形態的な変異
がみとめられ，分布域形成の過程で適応や小進化，
あるいは変異の縮小や固定が生じてきたことが示

唆されている（井口ほか，未発表データ）．ブリ
ティッシュ・コロンビアの湖沼では，生態的・形
態的に分化したイトヨの種形成プロセスが重点的
な集団遺伝・生態調査から追求されているが
(Schulter, 1998; McKinnon and Rundle, 2002)，同時
に日本産集団を含む集団構造の情報をベースに，
交配実験などによる生殖隔離機構の進化に関する
研究も展開されている（例えば，McKinnon et al.,

2004）．近年発見された遺伝的に大きく分化した
イトヨの日本海集団グループ (Higuchi and Goto,

1996) は，求愛行動においても他集団と違いを示
し (Ishikawa and Mori, 2000)，ゲノム解析 (Peichel

et al., 2001) に基づく，行動や生殖隔離の遺伝的基
盤に関する研究の好材料を提供している．
分布域形成は単なる生物の拡散過程ではなく，
適応や種形成，新たな種間相互作用を伴いながら
時空間的に展開するものである．以上の例からも
分かるように，これらの進化プロセスを実証的に
解明し，よりリアルな生物相の形成過程を描いて
いくためには，近縁種や種内集団に関する有意味
な比較が必要である．集団構造や系統地理情報は
それを保証するための欠かせない基礎情報であり，
かつ，さまざまな進化現象を発見していく具体的
なツールでもある．
自然の歴史認識と保全 絶滅や移殖など，人間
活動の直接・間接的影響により，現在，自然界か
ら生物地理情報が急速に失われつつある．つい最
近まで野生生物から遺伝情報を得ることは不可能
であったし，近い将来は野生生物自体を得ること
が不可能になるかもしれない．その意味で，現在
が遺伝子レベルから生物の分布と多様性を追求す
る最初で最後の機会であるといえ，刻一刻とその
機会は狭められている（Primack, 1993;  長田・細
谷，1997;  片野・森，2005）．生物地理学が生物
多様性の理解をさまざまなかたちで深めていくこ
とは，生物多様性の保全の科学的根拠を強め，保
全のための社会的条件を改善することにつながる
と期待されている (Platnick, 1992; Humphries et al.,

1995)．
生物の分布は地質学的および生物学的な歴史の
総合的な帰結である．種の分布の人為的撹乱，す
なわち，集団の絶滅や移殖は，この歴史の情報を
復元が困難か，不可能なかたちで失わせる．日本
産純淡水魚類の自然分布に関するPAE地域分岐図
(Fig. 2) に対して，人為撹乱（移殖放流）後の分
布に関するPAE地域分岐図を比較すると (Fig. 10)，
2種以上の真の共有派生形質（固有種）で支持さ

日本産淡水魚の分布域形成 29



れる固有地域は，全階層で計8個から4個に減り，
また地域分岐図の枝長は 136から 179に増加し，
一致指数 (CI) は0.537から0.408に減少した (Table

1)．さらに，それぞれの地域�魚種分布のデータ
行列を元にしたランダム系統樹の樹長分布は，歪
度こそ大きく変わらないが，平均値は50近く大き
くなった (Table 1)．以上は，人為移殖の結果，地
域間の階層構造に関する情報が減少したことを示
すとみなしうる．
種の絶滅が生物多様性を損なうことは論を待た
ない．日本固有種の絶滅は広域分布種の日本集団

の絶滅よりも一般的には大きな意味をもつ．また
保全すべき優先順位を決める一つの判断基準とし
て，系統樹上の種の位置，つまりどの程度深いク
レードをその種が代表するかという点を考慮する
考えもある (Stiassny, 1992)．しかし一方，系統地
理的な遺伝データは，広域分布種とされるもので
あっても，日本に分布する集団は同一種とされる
大陸・朝鮮半島の集団と大きく分化していること
を明らかにしてきた（モツゴ，メダカ，オヤニラ
ミなど）．さらに，遺伝マーカーによる隠蔽種や顕
著な集団分化の発見（スナヤツメ類，メダカ，ホ
トケドジョウなど）は，生物学的・進化的に意味
がある保全の単位が分類学的な種より下のレベル
にもあることを示す．“進化的に重要な単位 (evo-

lutionary significant unit; ESU)”は，系統的・遺伝
的・進化適応的に固有な種内集団グループを指し
（Crandall et al., 2000参照），その発見には分子
マーカーが重要な役割をもつ (Avise, 2000)．多く
の分類群でESUの地理的分布パターンが明らかに
なることで，進化的に重要な固有地域の見極めも
可能になるだろう（例えば，冷帯性淡水魚類など
で見いだされた山形地域など）．
遺伝的な多様性・分化・集団構造の把握とそれ
に基づく種や生物群集の歴史的理解は，生物多様
性の保全に対して，概念的にも実践的にも重要な
意味をもつ．21世紀初頭の現在，かろうじて残さ
れている日本および東アジアの淡水魚類相を遺伝
子レベルから解明し，網羅的に記録していくこと
は急務である．未だ誰も明確な姿を描くに至って
いない真の魚類相形成史を追求していく科学的研
究プロセスは，淡水魚類や河川・湖沼の群集・生
態系の保全の意味と重要性に対するわれわれの理
解を深化させるはずである．

謝　　　　　辞

本稿を執筆するにあたり，後藤　晃博士（北海
道大学北方生物圏フィールド科学研究センター），
西田　睦博士（東京大学海洋研究所），酒井治己
博士（水産大学校），酒泉　満博士（新潟大学理
学部），山崎裕治博士（富山大学理学部）には，
多くの助言と示唆をいただいた．心からお礼申し
上げる．本稿の内容は，2003年度日本魚類学会年
会で行われたシンポジウム「系統地理学：日本産
淡水魚類の分布域形成史の新しい理解に向けて」
の講演者がシンポジウムの前後を含めて意見交換
を行い，理解と議論を深めたものである．

30 渡辺勝敏ほか

Fig. 10. PAE nested structure of present-day artifi-
cially disturbed regional faunas of genuine freshwater
fishes on the main islands of Japan. Note that the
nested structure is simpler than that given in Fig. 2.
Distribution data from Biodiversity Center of Japan
(2002) (partly modified).

Table 1. Comparisons between statistics of PAE
area cladograms based on natural distributions and ar-
tificially disturbed regional distributions of 73 genuine

freshwater fishes on the main islands of Japan

Natural Disturbed

Number of most 
parsimonious trees 24 324

Tree length 136 179
Consistency index (C.I.) 0.537 0.408
Rescaled C.I. 0.430 0.299
Mean (skewness: g1) 

of tree length 339.2 395.9
distribution of (�0.458) (�0.498)
random trees

Distributon data are partly modified from Watanabe
(1998) (natural) and Biodiversity Center of Japan
(2002) (disturbed).
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