
北海道は日本列島の北端に位置し，淡水魚類
相が本州・四国・九州のそれと比較して特

異であることが知られている．青柳 (1957) は北海
道の淡水魚類相がサケ科魚類を中心としたシベリ
ア系・北太平洋系魚類と少数の中国系・インドシ
ナ系の魚種から構成されていることを示した．北
海道に自然分布する淡水魚はおよそ60種で，その
うち1次的淡水魚はシベリア系のヤチウグイPhox-

inus perenurus sachalinensis， フ ク ド ジ ョ ウ
Noemacheilus barbatulus toni，エゾホトケドジョウ
Lefua nikkonis，中国系のフナ類（以下，フナとす
る）Carassius spp.，およびドジョウMisgurnus an-

guillicaudatusの5種と非常に少ない（後藤，1982）．
また，シベリア系の1次的淡水魚3種は本州以南
には生息しておらず，北海道の淡水魚類相を特徴

づけている（後藤，1982）．
このような北海道の独特の淡水魚類相の形成に
ついて，これまでいくつかの考察が行われてきた．
それらは基本的に日本列島とシベリア大陸が陸続
きになっていた時代に，生物相の分散によってシ
ベリア系の淡水魚が陸橋を経て北海道に定着した
ことを支持している（青柳，1957;  西村，1974;

後藤，1982）．その一方で，南方由来と推定され
る1次的淡水魚のフナとドジョウは移殖の可能性
を残したまま，ほとんど議論されないできた．特
にフナについては，ギンブナのような雌性発生を
行う倍数体の存在により（小林，1971），種の同
定に遺伝学的手法を必要とすることから，北海道
に生息する個体群の由来について明確にされてい
ない．中村 (1969) は北海道のフナをギンブナやナ
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ガブナと同定したが，中村自身，その識別につい
ては再検討する余地があるとしている．それ以降，
北海道のフナを分類学的に精査した例はない．著
者らは日本産フナの分類学的研究を進める一環と
して，北海道においてフナの採集調査を行ったと
ころ，道南部の勇払原野からこれまで報告のない
特異な形態を持つ個体を採集したので，その特徴
について報告する．

特異な形態を示すフナは2005年8月5日，2006

年8月8日，9月16日に北海道勇払原野内の池沼
で計25個体採集された (Fig. 1)．
今回，フナを採集した池沼はウトナイ湖より発
する勇払川と安平川を主流河川とする勇払原野内
にある．採集地は勇払川から海岸方向に連続して
存在する水域の1つであり，かつては河川であっ
たと思われる．採集を行った池は楕円形で，長径
約 50 m，底質は軟泥，水深は深部で 1.5 m以上，
浅部で約0.8 mであり，低層湿原植生に囲まれて
いる．採集地ではフナ以外の魚類は採集されな
かったが，ほかの連続して存在する水域ではヤチ
ウグイ，フナ，モツゴ Pseudorasbora parva，ド
ジョウ，エゾホトケドジョウ，イバラトミヨ（淡
水型）Pungitius pungitiusが豊富に採集された．ま
た，過去の報告では，今回採集された魚種のほか
にコイ Cyprinus carpio，エゾウグイ Tribolodon

sachalinensis，フクドジョウなどが勇払原野にて確
認されている（川崎・大畑，2005）．
採集した個体は現地にて70%エタノールにより

固定した後，Hubbs and Lagler (2004) に従い，体
形形質として標準体長，体高，頭長，吻長，眼
径，尾柄高，尾柄長を測定した．また，計数形質
として側線鱗数，咽頭歯数，右側第1鰓弓の鰓耙
数，さらに軟X線写真により背鰭鰭条数，臀鰭鰭
条数，総脊椎骨数を計測した．なお，総脊椎骨数
にはウェーバー器官支持椎体の4つの骨片と側尾
棒状骨を含めた．さらに，Kafuku (1958)，Berg

(1964)，友田 (1983, 1984) などがフナ属の分類形
質として用いた，腸型，鰾，気道弁，背鰭最長不
分枝軟条鋸歯，腹膜の色について観察を行った．
倍数性判定には2006年8月8日に採集した8個体
を用い，エタノールで固定後，右体側の胸鰭を切
り出し，DAPI染色後，フローサイトメーターを用
いてDNA量を測定した．コントロールとして2倍
体コイ科魚類でDNA量が明らかになっているタモ
ロコGnathopogon elongatus elongatus (2n�50) の血
液を用い（小島，1983），その相対値から倍数性
を判定した．雌雄は右体側部より開腹し，生殖腺
を確認して判定した．採集した標本は近畿大学農
学部の登録標本として保管してある (FKUN

34561–34568, 34630–34646)．さらに，系統保存と
生態学的観察を目的として，一部を研究室で飼育
中である（2008年4月1日現在）．

採集された個体はいずれも小型
で体高が低い (Fig. 2; Table 1)．吻端から背部にか
けての傾斜はなだらかで，体高は背鰭起点のやや
前方でもっとも高い．頭部は大きく，口は亜端位
にあり，尾柄の中央と瞳孔の中心をむすぶ線の延
長よりも下である．唇がやや厚く，下顎は上顎よ
りわずかに短い．口ひげはない．下顎部は鰓孔の
直下付近で著しく角張り，閉口時に口は上を向く．
また，斜め下方向に吻を長く突出することができ，
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Fig. 1. Map showing location of the Yufutsu Moor,
Hokkaido, Japan.

Fig. 2. Carassius sp., 82.7 mm SL (FKUN 34561),
preserved in 70% ethyl alcohol, collected from the Yu-
futsu Moor, Hokkaido, Japan. Scale indicates 10 mm.



水槽内では吻を飼料に覆い被せるように突出させ，
飼料を砂ごと吸い込む典型的な吸引摂餌 (Alexan-

der, 1966) を行うことが観察された．尾柄部は細
く，臀鰭基底部の隆起はわずかである．
咽頭歯列は1列，4-4，側線は肩部から発し，胸
鰭付近で下降し，体のほぼ中央部を途切れずに走
り，尾鰭に達する．背鰭最長不分枝軟条には粗い
鋸歯が認められる．腸型は湾曲が非常に乏しく，
Kafuku (1958) が示すフナ属の腸型 (Group 4) より
単純である．鰾は前室がよく発達して球形をなす
が，後室は発達が著しく悪くて前室よりもはるか
に小さく，三角錐型ないしひも状をなす．気道弁
は発達しておらず，友田 (1984) が示すギンブナの
気道弁と同様の形状である．

生時の色彩は体側部では黄褐色な
いし赤褐色を呈し，背部は濃い暗褐色で腹側に近
づくに連れて淡い灰褐色になる．体側鱗は後縁部
がやや明るく縁取られる．各鰭は対鰭，不対鰭と
もに淡い黄褐色である．アルコール固定後の体色
は体側部では暗赤褐色となり，頭部と尾柄下部は
鮮やかな金色を呈す (Fig. 2)．体側鱗の後縁部はよ
り淡い色となり，魚体体側は網目状をなす．各鰭
は赤褐色になり，魚体全体が赤い．また，25個体
中 22個体が尾柄部に明瞭な黒色横帯を備えてい
た．この黒色横帯は生時は不明瞭だが，アルコー

ル固定後はきわめて明瞭に発現する．黒色横帯は
尾柄部上端から発し，尾柄部下端の直前で終わり，
その末端は丸く，全体で鞍状をなす．黒色横帯の
幅は眼径の約0.6倍である．23個体を開腹した際
に確認したところ，腹膜の色はすべて黒かった．

今回倍数性判定を行った個体の
DNA量はタモロコの2.8–3.1倍の値を示した．さら
に開腹した全個体とも未成熟の卵巣が確認された．
すなわち，今回，倍数性判定および雌雄判定を
行った個体はすべて3倍体の雌の若魚であり，雄
の個体や2倍体の個体は確認されなかった．この
ことから，今回採集されたフナは雌性発生集団に
属するものと判断される．

Temminck and Schlegel (1842) は日本産フナとし
てオオキンブナCarassius buergeri，ニゴロブナC.

grandculis，ギンブナC. langsdorfii，ゲンゴロウブ
ナ C. cuvieriの 4種を記載した．さらに，中村
(1963) は未記載亜種としてキンブナとナガブナを
提唱した．フナ属の分類は主に体長／体高比をは
じめとする各体形形質の相対比，体色，鰓耙数，
背鰭軟条数といった形質をもとに行われ，多くの
研究者は日本産フナをユーラシア大陸に生息する
C. carassiusやC. auratusと同種として扱ってきた
（中村，1963, 1969;  宮地ほか，1973;  細谷，1993,

2000など）．しかし，谷口 (1982) やShimizu et al.

(1993) による遺伝的解析により，日本産2倍体フ
ナは大陸産2倍体フナに対しての遺伝的な分化が
認められ，前者を別種と扱う場合には，C. buer-

geri，C. grandculisとC. cuvieriの学名が有効とな
る．一方，Dawley (1989) は，雑種起源などを理由
に，単性の脊椎動物には従来の2語名法による命
名が適切ではないとしており，近年では，フナの
単性型であるギンブナはC. sp.と表記される場合が
多い（谷口，2001）．
今回採集された個体は咽頭歯列が1列で，口ひ
げを欠くなど，フナ属として典型的な特徴を備え
る（Okada, 1960;  中村，1963）．倍数性判定を
行った個体はいずれも3倍体であったが，従来知
られる倍数体フナであるギンブナは体長／体高比
で2.3–2.9，鰓耙数41–56，背鰭鰭条数14–18を示
す（細谷，2000）．採集個体はこれと比較して鰓
耙数，背鰭鰭条数はギンブナの範疇にあるものの
(Table 1)，体長／体高比は2.8–3.3と，低い体高を
もつ．口の形状についてはコイのように上顎部を
突出して行う吸引摂餌に特化した形質と考えられ
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Table 1. Measurements and counts of specimens of
Carassius sp. collected from the Yufutsu Moor, 

Hokkaido, Japan

n�25

Standard length (mm) 59.2�12.8 (32.9–83.1)
Measurements as % SL

Body depth 34.0�1.7 (30.4–37.7)
Head length 35.9�1.1 (32.7–37.4)
Snout length 10.2�0.8 (8.8–12.1)
Eye diameter 9.0�0.6 (8.2–10.2)
Interorbital width 11.6�0.5 (10.3–12.6)
Caudal peduncle depth 13.1�0.6 (11.5–13.9)
Caudal peduncle length 16.5�1.2 (14.9–19.0)

Counts
Dorsal fin soft rays 15 (13–16)
Anal fin soft rays 5
Lateral line scales 27 (27–28)
Gill rakers 41 (36–46)
Total vertebrae 30 (30–31)

Measurement data are shown as average�SD (range
given in parentheses).
Count data include mode (range in parentheses).



る．これはコイとフナの交雑個体においても同様
であるが（加福，1970），採集個体はフナ属を特
徴づける形質（Okada, 1960;  中村，1963）をすべ
て備え，上記のほかコイとの類似点は特に見あた
らないため，コイとフナの交雑個体とは考えにく
い．
尾柄部に黒色横帯を備えるフナとしては，中村

(1969) がゲンゴロウブナの幼魚について言及して
いる．しかし，ゲンゴロウブナは今回採集された
個体のように体長80 mmほどまで黒色横帯を備え
ることは知られていない．一方，尾柄部に黒色横
帯をもつフナの代表として，欧州からシベリアの
レナ川までに分布する2倍体フナのヨーロッパフナ
C. carassiusがおり，成魚では消失するものの若魚
まで黒色横帯を備える (Berg, 1964; Smith, 1974;

Kottelat and Freyhof, 2007)．また，日本産フナの背
鰭不分枝軟条数は 4本とされているが（中村，
1969;  細谷，2000），採集された個体の64%が5本
を備える．フナ属の腸型は一般に発育初期からよ
く湾曲した型を示すが，採集個体の腸型は湾曲が
乏しく原始的で，フナ属の腸型よりもむしろコイ
の腸型に近い (Kafuku, 1958)．フナ属の鰾は球形
の前室と楕円形の後室からなるが（友田，1984），
採集個体の鰾の後室は非常に小さい．フナ属の鰾
の後室が退縮する例としては，友田 (1983) が猪苗
代湖産フナを報告しているが，本採集個体のよう
にひも状を示すという報告はない．これらの形質
は日本産フナとしてはきわめて特異的といえる．
一方，背鰭最長不分枝軟条鋸歯と腹膜の色は，日
本産フナとして典型的な特徴を示す（友田，1983,

1984）．
今回採集したフナの特徴は，これまでに記録の
あるフナのなかで，C. carassius morpha humilisに
形態学的特徴，色斑，生息環境においてよく一致
する (Berg, 1964)．C. carassius morpha humilisの倍
数性は不明であるが，これは貧栄養の小さい湖沼
や湿地帯内の湖沼にみられるヨーロッパフナの成
長不良集団とみなされており，最大全長は150 mm

程度と小型である (Berg, 1964)．体形の特徴として
は，頭部が大きい，体高が低い，下顎が角ばり上
向きであることが挙げられている (Berg, 1964)．ま
た，Cihar (1983) は，C. carassius morpha humilisが
ヨーロッパフナの若魚に見られる特徴である尾柄
部の黒色横帯を成魚まで備えることを記述してお
り，今回採集されたフナと一致する点は多い．
多くの単為発生を行う倍数性生物の起源は種間
交雑によると考えられている (Dawly, 1989; Vrijen-

hoek et al., 1989)．雌性発生を行う倍数体フナにつ
いても，ギンブナが日本産 2倍体フナC. buergeri

とアジア大陸産2倍体フナC. auratusのゲノムを併
せもつなど，雑種起源を示唆する結果がこれまで
に得られている (Shimizu et al., 1993)．今回の採集
個体についても，それらが3倍体であったことか
ら，過去に異種間の交雑を経て倍数体になった可
能性が高い．その祖先種の1つとしては，比較的
大型に成長するまで尾柄部に黒色横帯を備えるフ
ナが想定される．これに該当するフナはヨーロッ
パフナしかおらず，かつ採集個体がC. carassius

morpha humilisに酷似することから，著者らは祖先
種の1つがヨーロッパフナの系統であると推測する
ものである．
後藤 (1982) は北海道のみに生息するシベリア系

1次的淡水魚の分布様式をもとに北海道と本州に
おける生物相の地理的境界線は石狩低地帯付近で
あると考察した．今回，フナを採集した勇払原野
が石狩低地帯以東に位置することは注目すべきこ
とである．また，このフナが形態学的な固有性を
備え，少なくとも現在知られている分布域が勇払
原野のみときわめて局所的であることから，生物
多様性保全の視点から早急に保護対策が必要と思
われる．

本研究を行うにあたり，近畿大学農学部水圏生
態学研究室の久保善計講師と北川忠生講師には研
究の全般にわたりご教示をいただいた．福山大学
生命工学部の谷口順彦教授，信州大学理学部の小
野里　坦元教授，広島大学大学院生物圏科学研
究科の植松一眞教授，近畿大学農学部の鈴木誉士
博士にはフナに関する有益な情報をいただいた．
近畿大学農学部水圏生態学研究室の山野ひとみ氏
にはフナの解剖についてのご助言をいただいた．
ここに厚く御礼申し上げる．なお，本研究の一
部は日本学術振興会科学研究費（課題番号
17405035）により行われた．

Alexander, R. M. 1966. The function and mechanisms of the
protrusible upper jaws of two species of cyprinid fish. J.
Zool., London, 149: 288–296.
青柳兵司．1957．日本列島淡水魚類総説．大修館書店，
東京．272 pp.

Berg, L. S. 1964. Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adja-
cent countries, vol. 2. 4th ed. Israel Program for Scientific
Translations Ltd., Jerusalem. 496 pp.

108 伊藤毅彦ほか



Cihar, J. 1983. A colour guide to familiar freshwater fishes,
paperback edition. Octopus Books Ltd., London. 183 pp.

Dawley, R. M. 1989. An introduction to unisexual verte-
brates. Pages 1–18 in R. M. Dawley and J. P. Bogart, eds.
Evolution and ecology of unisexual vertebrates. New York
State Museum, Albany.
後藤　晃．1982．北海道の淡水魚相とその起源．淡水
魚，(8): 9–26.
細谷和海． 1 9 9 3．コイ科．中坊徹次（編）， p p .

212–229, 1258–1260．日本産魚類検索　全種の同定．
東海大学出版会，東京．
細谷和海． 2 0 0 0．コイ科．中坊徹次（編）， p p .

253–271, 1465–1468．日本産魚類検索第2版　全種の
同定．東海大学出版会，東京．

Hubbs, C. L. and K. F. Lagler. 2004. Fishes of the Great
Lakes region, rev. ed. Univ. Michigan Press, Bloomfield
Hills, USA. xxxii�276 pp.

Kafuku, T. 1958. Speciation in cyprinid fishes on the bases of
intestinal differentiation, with some references to that
among catostomids. Bull. Freshwat. Fish. Res. Lab. Tokyo,
8: 47–78.
加福竹一郎． 1970．消化管．川本信之（編）， pp.

92–111．改訂増補魚類生理．恒星社厚生閣，東京．
川崎慎二・大畑孝二．2005．自然ガイド 勇払原野―ウ
トナイ湖・美々川．北海道新聞社，札幌．119 pp.
小林　弘．1971．3倍体ギンブナのgynogenesisに関する
細胞学的研究．動物学雑誌，80: 316–322.

Kottelat, M. and J. Freyhof. 2007. Handbook of European
freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzer-
land. 646 pp.
宮地傳三郎・川那部浩哉・水野信彦．1973．原色日本
淡水魚類図鑑，全改訂新版．保育社，大阪．lvi�462
pp.

中村守純．1963．原色日本淡水魚類検索．北隆館，東
京．258 pp.
中村守純．1969．日本のコイ科魚類．資源科学シリー
ズ4，緑書房，東京．viii�455 pp.
西村三郎．1974．日本海の成立：生物地理学からのア
プローチ．築地書館，東京．227 pp.
小島吉雄．1983．魚類細胞遺伝学．緑書房，東京．453

pp.
Okada, Y. 1960. Studies on the freshwater fishes of Japan, II.

Special part. J. Fac. Fish., Pref. Univ. Mie, 4: 267–583.
Shimizu, Y., T. Oshiro and M. Sakaizumi. 1993. Elec-

trophoretic studies of diploid, triploid, and tetraploid forms
of Japanese silver crucian carp, Carassius auratus langs-
dorfii. Japan. J. Ichthyol., 40: 65–75.

Smith, K. 1974. Popular British freshwater fish. Jarrold and
Sons Ltd., Norwich. 32 pp.
谷口順彦．1982．西日本のフナ属魚類―オオキンブナを
めぐって．淡水魚，(8): 59–68.
谷口順彦．2001．フナ属．川那部浩哉・水野信彦・細
谷和海（編），pp. 339–353．日本の淡水魚．山と渓谷
社，東京．

Temminck, C. J. and H. Schlegel. 1842–1848. Pisces, in Sei-
bold’s Fauna Japonica, Leiden. 323 pp.
友田淑郎．1983．猪苗代湖産フナの形態学的特徴につ
いて．国立科学博物館専報，16: 187–200, 2 pls.
友田淑郎．1984．琵琶湖の生物相—湖の最近の地史へ
のアプローチ—．金沢大学日本海域研究所報告，16:
59–85, 5 pls.

Vrijenhoek, R. C., R. M. Dawley, C. J. Cole and J. P. Bogart.
1989. A list of the known unisexual vertebrates. Pages
19–23 in R. M. Dawley and J. P. Bogart, eds. Evolution
and ecology of unisexual vertebrates. New York State Mu-
seum, Albany.

勇払原野の特異なフナ 109


