
日本産シマドジョウ属魚類Cobitisの分類は歴
史的に混乱しており未だに決着を見ていない

が，形態学的分類（池田, 1936, 1937a; Okada and

Ikeda, 1939; Mizuno, 1970; Saitoh and Aizawa, 1987;

Suzawa, 2006）および核型・アロザイム・DNA分
析等による遺伝学的研究結果 (Ueno and Ojima,

1976; Saitoh et al., 2000; Kitagawa et al., 2001,

2003a,b, 2005; Shimizu et al., 2004) を総合すると，
従来，シマドジョウ，ヤマトシマドジョウ（また
はタイリクシマドジョウ），スジシマドジョウ，イ
シドジョウとよばれてきた4グループに区分でき，
それぞれのグループが複数の独立種を含んでいる
ことが明らかになっている．斉藤 (2002) では，池
田 (1936, 1937a) と整合させるため，従来のヤマト

シマドジョウとスジシマドジョウのグループをタイ
リクシマドジョウ群とまとめ，それぞれをヤマト
シマドジョウ亜群，スジシマドジョウ亜群に区分
している．しかし，遺伝学的研究からヤマトシマ
ドジョウのグループはシマドジョウとスジシマド
ジョウのグループの個体間の交雑を起源とする異
質4倍体で，このグループの名称の根拠となった
ヨーロッパ産のタイリクシマドジョウCobitis taenia

とは全く異なるものであること (Ueno and Ojima,

1976; Sezaki et al., 1994)，さらにmtDNA分析によ
りスジシマドジョウのグループとタイリクシマド
ジョウC. taeniaが近縁関係にないことが明らかに
なっていることから (Kitagawa et al., 2005)，タイリ
クシマドジョウ群として両者をまとめることは不
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適当である．本報告では，Saitoh et al. (2000) にお
ける英語表記を基本として，それぞれの和名，学
名をシマドジョウ種群Cobitis biwae complex，スジ
シマドジョウ種群Cobitis striata complex，ヤマト
シマドジョウ種群Cobitis sp. ‘yamato’ complex，イ
シドジョウ種群 Cobitis takatsuensis complexとよ
ぶ．なお，Kitagawa et al. (2005) によるmtDNA分
析の結果に基づくと，アジア大陸東部に生息して
いるCobitis lutheriとCobitis tetralineataもスジシマ
ドジョウ種に含めることが適当である．これら日
本産4種群のうちイシドジョウ種群を除く3種群
は，いずれも河川中・下流に生息し互いに形態的
に類似しており，同定の困難さが本分類群内にお
ける分類の混乱の主たる要因となってきた．
これまで，九州地方におけるシマドジョウ類の
分布に関する情報に混乱が生じており，特にシマ
ドジョウ種群に関する分布情報の混乱は著しかっ
た．その主たる原因は，Temminck and Schlegel

(1846) において記載されたシマドジョウC. biwae

（原記載ではC. taenia japonica）の模式産地が，長
崎県とされていたことにある（澤田・相澤，1983）．
また，池田 (1936) の報告したシマドジョウの標本
に福岡県産の個体が含まれていたこと，池田
(1937b) およびOkada and Ikeda (1939) において大
分県大分川水系にシマドジョウの分布が報告され
ていたこと，宮崎県大淀川水系からシマドジョウ
が報告されたこと（皆森，1951），1970年代まで
の図鑑においてシマドジョウの分布域に九州東部
が含まれていること（中村，1963;  宮地ほか，
1976），宮崎県川内川水系上流部の個体がシマド
ジョウとして扱われたこと（山根，1969）など，
九州におけるシマドジョウ種群の分布を示唆する
情報が複数存在していた．しかし，池田 (1937a)

およびOkada and Ikeda (1939) において福岡県筑後
川水系や長崎県下などの九州北西部に生息してい
るのはシマドジョウ種群ではなくヤマトシマドジョ
ウ種群であることが報告され，Kimizuka and

Kobayashi (1983) も九州北西部地域からはヤマト
シマドジョウ種群しか得られなかったことを報告
している．また，Kimizuka and Kobayashi (1983)

は，山根 (1969) の標本を再調査し，これがヤマト
シマドジョウ種群であること，さらに同産地から
採取した個体についても形態学的，核学的見地か
らすべてヤマトシマドジョウ種群と同定している．
皆森 (1951) による大淀川水系におけるシマドジョ
ウ種群の分布についても，その後の調査研究にお
いてヤマトシマドジョウ種群しか得られていない

（宮崎県版レッドデータブック作成検討委員会,

2000）．以上の結果から，九州にはシマドジョウ種
群が生息していないとの見解が近年まで受け入れ
られてきた（君塚，2002）．九州における多くのシ
マドジョウ種群の生息情報が否定される一方で，
池田 (1937b) やOkada and Ikeda (1939) が報告した
大分県大分川水系におけるシマドジョウ種群の分
布は再検証されないままになっていたが，近年，
北川ほか (2004) が形態およびmtDNA分析に基づ
き大分川水系においてシマドジョウ種群（4倍体）
が生息していることを確認した．これに続き高濱
ほか (2006) により，大分川水系に隣接する大野川
水系からもシマドジョウ種群（4倍体）の生息が
報告されている．
一方，スジシマドジョウ種群についても，過去
にヤマトシマドジョウ種群の2倍体種族とされてい
た有明海側流入河川の集団（Ueno and Ojima,

1976;  上野ほか，1980）が，スジシマドジョウ種
群に属することが判明し，現在ではスジシマド
ジョウ種群小型種九州型として扱われている（斉
藤，2002）．また近年，今川水系よび近隣河川か
ら同種群中型種の分布が報告されている（福岡県
環境部自然環境課，2001;  中島ほか, 2006）．さら
に，同県の遠賀川水系から新たにスジシマドジョ
ウ種群小型種（型不明）が記録され（福岡県環境
部自然環境課， 2001），この集団は中島ほか
(2006) においてシマドジョウ属不詳種Aとして記
録されている．また同じく中島ほか (2006) におい
て，福岡市を流れる河川からスジシマドジョウ種
群小型種に類似するさらなるシマドジョウ属不詳
種集団の存在が報告され，シマドジョウ属不詳種
Bとして記録されている．
このように，九州，特に北東部においてシマド
ジョウ類の分布に関する新たな情報が蓄積されつ
つあり，より詳細な再検証が必要である．そこで
本研究では，現在もシマドジョウ類の分布情報が
混乱している九州北東部から得られた標本を形態
学的・遺伝学的に精査し，同地域に生息する3種
群の分布について整理するとともに，その成立起
源について考察した．また，先に述べた遠賀川水
系と福岡市の河川の2つのシマドジョウ属不詳種
集団について，これがスジシマドジョウ中型種の
地方型に該当すると考えられたため，保全上の理
由から仮の呼称を与えたので，これについても報
告する．

8 北川えみほか
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Table 1. Comparison of character conditions of three Japanese species’ complexes of Cobitis from eastern
Kyushu. Specimens with identical character status in each locality grouped in single line

No. 
Drainage Lamina Color

Composition Position mtDNA*4

Identifica-
in n Sex*1 of of dorsal Ploidy (Hha I, 

map
system circularis pattern

vertebrae*2 fin*3 Taq I)
tion*5

Fukuoka 1 Naka 1 ? circle spotted A, B, C 15–17 (y, y) yamato
1 / spotted A, B, C 15–17 (y, y) yamato
1 / spotted A, B, C 15–17 (s, s) striata

2 Mikasa 1 ? circle spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
2 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato

3 Tatara 1 / spotted A, B, C 15–17 (s, s) striata
1 / spotted A, B, C 15–17 diploid (s, s) striata
1 ? circle striped C 15–17 diploid (s, s) striata

4 Daikon 2 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
5 Saigo 1 ? circle spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato

2 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
6 Onga 1 ? circle spotted B, C 15–17 diploid (s, s) striata

5 ? circle spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
1 ? circle spotted A, B, C 15–17 (yamato or 

striata)
2 / spotted A, B, C 15–17 diploid (s, s) striata
5 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
1 / spotted A, B, C 15–17 diploid (s, s) striata
2 / spotted A, B, C 15–17 —
1 — spotted tetraploid (y, y) yamato

7 Murasaki 2 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
1 — spotted tetraploid (y, y) yamato

8 Ima 1 ? circle striped A, B, C 15–17 diploid (s, s) striata
1 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
1 / striped A, B, C 14 diploid (s, s) striata
3 / striped A, B, C 15–17 diploid (s, s) striata
2 / spotted A, B, C 15–17 —

9 Harai 1 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
1 / striped A, B, C 15–17 (s, s) striata
1 / spotted A, B, C 15–17 (y, y) yamato
1 — spotted (y, y) yamato
1 / spotted A, B, C 14 (yamato or 

striata)
3 / spotted A, B, C 15–17 —

10 Otonashi 1 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
11 Kii 1 ? circle striped A, B, C 15–17 (s, s) striata

2 / spotted A, B, C 15–17 (y, y) yamato
Oita 12 Yamaguni 4 / spotted A, B, C 15–17 —

13 Iroha 1 / spotted A, B, C 13 (striata)
1 / spotted B, C 15–17 (biwae or 

striata)
2 / spotted A, B, C 15–17 —

14 Yakkan 6 / spotted A, B, C 15–17 —
15 Yorimo 2 / spotted A, B, C 15–17 (y, y) yamato

1 — spotted (y, y) yamato
16 Yasaka 1 ? circle spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato

3 / spotted A, B, C 15–17 —
17 Oita 1 ? beak like spotted B 18 tetraploid (b, b) biwae

Oita 17 2 ? beak like spotted B 18 tetraploid (b, b) biwae



シマドジョウ類標本の精査方法は北川ら (2004)

に従った．すなわち，形態学的分析には相澤
(1981) および澤田・相澤 (1983) によって日本産シ
マドジョウ属の有効な分類形質とされている4形
質（雄の胸鰭基部骨質盤の形状，体側部の斑紋，
腹椎・尾椎数の構成および背鰭の位置）の精査を，
倍数性の判定にはSezaki and Kobayasi (1978) に基
づく血球サイズの計測を，ミトコンドリアDNA

(mtDNA) による遺伝学的分析にはKitagawa et al.

(2003a,b, 2005) に基づく ND1遺伝子領域を対象と
した制限断片長多型 (RFLP) 分析を行った．

1991年8月から2005年4月までの期
間に九州北東部の河川19水系 (Table 1; Fig. 1) か
ら著者らおよび研究協力者が採集した106個体を
用いた．また，シマドジョウ類の分布情報に乏し
い地域である九州南東部の宮崎県一ツ瀬川からも
2個体を得たので，これも分析対象に加えた．こ
れらの標本は近畿大学農学部水産学科 (FKUN) お

よび神奈川県立生命の星・地球博物館 (KPM-NI)

に登録・保管されており，中島ほか (2006) により
福岡県下から得られたシマドジョウ属不詳種の登
録個体（登録番号に*を示した）も含まれている．
採集地，登録番号，個体数は以下のとおりである．
なお，各集団の個体数保全を考慮し，ここでの採
集地の記載は県名と水系のみにとどめる．福岡県
那 珂 川 水 系 (FKUN 033589, 033590, 033806*,

n�3)，同御笠川水系 (FKUN 033725-033727, n�3)，
同多々良川水系 (FKUN 033758, 033759, 033807*,

n�3), 同大根川水系 (FKUN 033728, 033529, n�2)，
同西郷川水系 (FKUN 0337730-033732, n�3)，同
遠 賀 川 水 系 (FKUN 033553-033555, 033587*,

033588*, 033733*, 033734*, 033735 –033745,

n�18)，同紫川水系 (KPM-NI 9148–9150, n�3)，
同 今 川 水 系 (FKUN 033556, 033557,

033583–033586, 033746, 033747, n�8)，同祓川水
系 (FKUN 033558–033561, 033748–033750, 033752,

n�8)，同音無川水系 (FKUN 033553, n�1)，同城
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Table 1. (Continued) 

No. 
Drainage Lamina Color

Composition Position mtDNA*4

Identifica-
in n Sex*1 of of dorsal Ploidy (Hha I, 

map
system circularis pattern

vertebrae*2 fin*3 Taq I)
tion*5

Oita 17 2 ? beak like spotted B, C 15–17 tetraploid (b, b) biwae
1 ? beak like spotted B, C 15–17 tetraploid (b, b) biwae
1 ? beak like spotted B, C 15–17 (b, b) biwae
2 / spotted B 15–17 tetraploid (b, b) biwae
3 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (b, b) biwae
1 / spotted B, C 15–17 (b, b) biwae
1 / spotted B, C 15–17 (biwae or 

striata)
1 — spotted tetraploid (b, b) biwae

18 Ono 2 ? beak like spotted B 18 tetraploid (b, b) biwae
1 ? beak like spotted B, C 15–17 tetraploid (b, b) biwae
1 / spotted B 18 tetraploid (b, b) biwae
3 / spotted B 15–17 tetraploid (b, b) biwae
1 / spotted B, C 15–17 tetraploid (b, b) biwae
1 / spotted B 18 (b, b) biwae

19 Banjo 1 ? circle spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato
5 / spotted A, B, C 15–17 tetraploid (y, y) yamato

Miyazaki 20 Hitotsuse 1 ? circle spotted A, B, C 15–17 (y, y) yamato
1 / spotted A, B, C 15–17 (y, y) yamato

*1 Specimens less than 40 mm SL regarded as immature (�) based on Ikeda (1932).
*2 Letters indicate range of vertebral composition shown in Fig. 3.
*3 Represented by vertebral count of before insertion of anteriormost dorsal pterygiophore.
*4 Fragment patterns of each restriction enzyme shown in Table 2.
*5 Yamato, C. sp. ‘yamato’ complex; biwae, C. biwae complex; striata, C. striata complex; —, not identified.
Names in parentheses indicate mtDNA analysis not done.



井川水系 (FKUN 033548–033550, n�3)，大分県山
国川水系 (FKUN 033562–033565, n�4)，同伊呂波
川水系 (FKUN 033566–033569, n�4)，同駅館川水
系 (FKUN 033570–033575, n�6)，同寄藻川水系
(KPM-NI 9151–9153, n�3)，同八坂川水系 (FKUN

033207, 033576–033578, n�4)，同大分川水系
(KPM-NI 9106–9112, FKUN 033202–033206,

033579–033581, n�15)，同大野川水系 (FKUN

033210–033218, n�9)， 同 番 匠 川 水 系 (FKUN

03315–03319, n�6)，宮崎県一ツ瀬川水系 (FKUN

033208, 033209, n�2)．
得られた標本には，生体，70%エタノール固定，

10%ホルマリン固定の3種類の状態のものが含ま
れていた．13水系から得られた生体標本 (n�63)

については，頚椎または鰓蓋部分の切断により採
血して血液塗抹標本を作製し，血球サイズによる
倍数性の確認を行った．これらの個体は採血後
70%エタノールで固定し，他の70%エタノール固
定標本と共に形態分析およびmtDNA分析に用い
た．10%ホルマリン固定標本については形態分析
のみを行った．腹椎・尾椎数の構成および背鰭の
位置の計測には軟X線写真を用いた．脊椎骨数は
尾部棒状骨を含めて計数し，腹椎・尾椎の区分は
松原 (1955) に従い，ウェーベル器官に関与する4

本の脊椎骨を含めた腹椎・尾椎数の構成を計測し
た．

70%エタノール固
定標本 (n�81) からAsahida et al. (1996) に従い核
DNAを含む全DNAを抽出した後，Kitagawa et al.

(2003a,b, 2005) の方法に従い，PCR法により2種
類のプライマーセット（L鎖側 5�-ACC CCG CCT

GTT TAC CAA AAA CAT-3�, H鎖側 5�-GGT ATG

AGC CCG ATA GCT TA-3�または L鎖側 5�-GGC

TCG CCT GTT TAC CAA AAA CAT-3�, H鎖側 5�-

GGT ATG GGC CCG AAA GCT TT-3�）のいずれか
を用いてND1遺伝子を含む約 2.0 kbpの領域を増
幅した．引き続き行ったRFLP分析では，Kita-

gawa et al. (2003a,b, 2005) で実施された各種群の全
分布域にわたる網羅的な遺伝解析の結果から，ヤ
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Fig. 1. Sampling localities of spined loaches in this
study. Locality names given in Table 1.

Table 2. Fragment patterns and approximate molecular size of ND1 region generated by 2 restriction enzymes for
three Cobitis species’ complexes (based on Kitagawa et al., 2003a,b, 2005). y, fragment pattern for C. sp. 

‘yamato’ complex; b, for C. biwae complex; s, for C. striata complex

Enzyme Fragment patterns (bp)

Hha I y 1050 420 390 140
b 950 600 360 110
s 950 580 360 110 20

Taq I y 1160 520 220 100
b 710 670 520 100
s 670 520 260 230 220 100



マトシマドジョウ・シマドジョウ・スジシマドジョ
ウの3種群間で4塩基認識型の2制限酵素 (Hha I,

Taq I) による切断パターンにTable 2に示したよう
なの違いがあることが確認されているため，これ
に基づく判定を行った．PCR産物を各制限酵素に
添付されているプロトコールに従って処理し，3%

アガロースゲル上での電気泳動を行い，臭化エチ
ジウム染色，紫外線写真撮影によってバンドパ
ターンを検出してmtDNAによる種群の判別を行っ
た．
さらに，上記の2酵素による種群の判別解析に
おいてスジシマドジョウ種群と判別された標本に
ついては，Kitagawa et al. (2005) に基づく上記
mtDNA領域の10制限酵素処理による断片長多型
分析を行い，Kitagawa et al. (2005) のデータに組み
込むことで同種群内の種族・地方型（斉藤，2002）
の判別を行った．使用制限酵素，各種族・地方型
の各制限酵素による切断型および遺伝的距離・樹
形図の算出法については，Kitagawa et al. (2005) を
参照されたい．

成熟雄の胸鰭基部
骨質盤の形状はヤマトシマドジョウ種群およびス

ジシマドジョウ種群では円盤状，シマドジョウ種
群では細長状（嘴形）とされている（池田，1936）．
すべての成熟雄標本 (n�26) について胸鰭基部骨
質盤の形状を観察した結果，大分川水系と大野川
水系の標本ではすべてがシマドジョウ種群の特徴
である細長い形状，その他の水系の標本はすべて
がヤマトシマドジョウ・スジシマドジョウ両種群
の特徴である円盤状であった (Table 1)．

Gambetta (1934) の定めたZ4，また
は，武田・藤江 (1945) の定めたL5に該当する体側
中央部の斑紋の形態は，ヤマトシマドジョウ種群，
シマドジョウ種群では点列状，スジシマドジョウ
種群では縦帯状であるとされてきた（池田，1936,

1937a）．しかし，スジシマドジョウ種群に含まれ
る3種群のうち，大型種と中型種は典型的な縦帯
状斑紋をもつのに対し，小型種には点列型の斑紋
をもつ地方型が含まれるとされている（Saitoh and

Aizawa, 1987;  斉藤，2002）．典型的な縦帯状斑紋
を示す中型種においても，体長約40 mm以下の成
長段階では不連続な点列型を示すことが報告され
ている（斉藤，1984）．また，シマドジョウ・ヤマ
トシマドジョウ種群の中にも点列状と縦帯状の中
間的な斑紋をもつ個体も存在するため（武田・藤
江，1945;  藤岡，1978），本研究では，体側中央
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Fig. 2. A, Cobitis sp. ‘yamato’ complex (sensu Saitoh et al., 2000), Onga drainage, Fukuoka Prefecture, FKUN
033739, female, 88.1 mm SL; B, tetraploid race of Cobitis biwae complex, Oita draineage, Oita Prefecture, KPM-
NI 009111, male, 70.4 mm SL; C, normal type (Setouchi form) of middle race in Cobitis striata complex (sensu
Saitoh et al., 2000), Harai drainage, Fukuoka Prefecture, FKUN 033752, female, 64.1 mm SL; D, Onga form of
middle race of C. striata complex, Onga drainage, Fukuoka Prefecture, FKUN 033734, female, 70.2 mm SL; E,
Hakata form of middle race of C. striata complex, Tatara drainage, Fukuoka Prefecture, FKUN 033758, female,
82.6 mm SL; F, Hakata form of middle race of C. striata complex, Tatara drainage, Fukuoka Prefecture, FKUN
033759, male, 65.9 mm SL.



部に明瞭な縦帯状斑紋が認められる個体のみをス
ジシマドジョウ種群と同定し，それ以外のものに
ついては同定に使用しなかった．全標本 (n�108)

の体側部斑紋を観察した結果，多々良川水系，今
川水系，祓川水系および城井川水系から得られた
一部の個体に明瞭な縦帯状斑紋が認められた
(Table 1; Fig. 2C, F)．これらはすべて，点列状の斑
紋をもつ個体と同所的に認められた．

標本の
保存状態の良好な104個体について軟X線写真撮
影による腹椎・尾椎数の計測および背鰭の位置の
確認を行った．相澤 (1981)，澤田・相澤 (1983)，
Saitoh and Aizawa (1987)，上野 (1981) で報告され
ている各種群の腹椎・尾椎数の範囲は，ヤマトシ
マドジョウ種群19–22・19–22 (n�39; Fig. 3a)，シ
マドジョウ種群 20–27・ 17–23 (n�385; Fig. 3b)，
スジシマドジョウ種群18–23・19–24 (n�1569; Fig.

3c) で，種群間に大幅な重複が認められるが，シ
マドジョウ種群とスジシマドジョウ種群にはそれ
ぞれ種群固有の範囲が存在した (Fig. 3)．
本研究において得られた個体を計測した結果，
すべてが上記の 3種群の脊椎骨構成の範囲内に
あった．シマドジョウ種群の分布が確認されてい
る大分川水系とこれに近接する大野川水系からは，
シマドジョウ種群単独の範囲にある個体が得られ
た．一方，脊椎骨構成によりヤマトシマドジョウ

種群またはスジシマドジョウ種群を単独で識別で
きる個体は存在しなかった (Table 1)．
背鰭の位置は澤田・相澤 (1983) に基づき背鰭の

第1担鰭骨が挿入する脊椎骨よりも前にある脊椎
骨数で表した．澤田・相澤 (1983) およびSaitoh

and Aizawa (1987) で報告されている範囲はヤマト
シマドジョウ種群14–17 (n�40)，シマドジョウ種
群 15–18 (n�87)，スジシマドジョウ種群 13–17

(n�1497) と大幅な重複が見られるが，シマドジョ
ウ種群では18，スジシマドジョウ種群では13の種
群固有の範囲をもっていた．観察の結果，大分川
水系および大野川水系からシマドジョウ種群固有
の範囲 (18) にある個体が，また遠賀川水系および
伊呂波川水系からスジシマドジョウ種群固有の範
囲 (13) にある個体が得られた．なお，過去に脊椎
骨の構成に関する知見のなかったスジシマドジョ
ウ種群小型種九州型（佐賀県嘉瀬川水系産 ,

FKUN 033544–033550，n�7）についても腹椎・
尾椎数の計測および背鰭の位置の確認を行ったと
ころ，その範囲はそれぞれ20–21・21–22と13–15

で，すべてが既報のスジシマドジョウ種群の範囲
に入った．

日本産シマドジョウ属魚類には2倍体
と4倍体の存在が報告されており，ヤマトシマド
ジョウ種群には4倍体，シマドジョウ種群および
スジシマドジョウ種群には2倍体と4倍体の両方が
含まれている (Ueno and Ojima, 1976)．13水系から
得られた63個体について血液塗抹標本から赤血球
長径を測定した結果，多々良川水系，遠賀川水系
および今川水系から得られた一部の標本の範囲は
Sezaki and Kobayasi (1978) が報告した2倍体集団
の値 (10.54–12.63 mm) に該当し，その他の標本の
範囲は4倍体集団の値 (14.84–16.03 mm) の範囲内
にあったため，それぞれを2倍体，4倍体と判定し
た (Table 1)．

70%エタノール固
定標本 (n�81) についてmtDNAの2種類の制限酵
素によるRFLP分析を行った結果，大分川・大野
川水系から得られたすべての個体はシマドジョウ
種群に該当する切断型を，那珂川水系，多々良川
水系，遠賀川水系，今川水系，祓川水系および城
井川水系から得られた計15個体はスジシマドジョ
ウ種群に該当する切断型を，その他の個体はすべ
てヤマトシマドジョウ種群に該当する切断型を示
した (Table 1)．中島ほか (2006) が報告したシマド
ジョウ属不詳種の登録個体6個体はすべてこれに
含まれた．スジシマドジョウ種群と判定された15
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Fig. 3. Vertebral compositions of three species com-
plexes of Japanese spined loaches genus Cobitis.
Shaded, open and dotted areas, respectively, indicate
reported ranges of Cobitis sp. ‘yamato’ (A), Cobitis
biwae (B) and Cobitis striata (C) complexes (Aizawa,
1981; Ueno, 1981; Sawada and Aizawa, 1983; Saitoh
and Aizawa, 1987).



個体について，さらにKitagawa et al. (2005) に基づ
く8制限酵素を加えたRFLPによる本種族の種族・
地方型判別解析を行いmtDNAのハプロタイプを決
定したところ，多くの個体が中型種で最も多く見
られるハプロタイプ1をもち，那珂川水系の1個
体，多々良川水系の3個体，今川水系の1個体か
ら新規のハプロタイプ25–28が得られた．これらす
べての新規のハプロタイプは塩基置換率に基づく
樹形図において中型種のクラスターに含まれた
(Fig. 4)．このうち，那珂川水系の1個体と多々良
川水系の 3個体から得られたハプロタイプ 26–28

は，制限酵素Hinf Iによるパターンにおいて新規
の切断型 f（1000, 410, 410, 80, 80, 20 bpの組み合
わせ）を共有し，樹形図上で1つのクラスターに
まとまった (Fig. 4)．今川水系から得られた新規の
ハプロタイプ 25は，制限酵素Hsp 92IIによるパ
ターンにおいて新規の切断型 g（1030, 350, 350,

170, 100 bpの組み合わせ）を示す点で，中型種に
おいてもっとも高頻度に出現するハプロタイプ1の
同酵素による切断型 aと異なるのみであった．中
型種内全体から得られた各ハプロタイプ間の塩基
置換率の範囲は0.3–1.1%で，那珂川水系と多々良
川水系から得られたハプロタイプ 26–28間では
0.3–0.5%，ハプロタイプ26–28とその他のハプロタ

イプの間には0.3–1.1%，ハプロタイプ26–28を除
くその他のハプロタイプの間では0.3–0.8%であっ
た．

本研究で精査した70%エタノール
固定標本個体については，mtDNA分析により明確
に3種群を同定することができた．また，これらす
べての個体においてmtDNAの判別結果と形態およ
び倍数性判定の結果に矛盾は見られなかった．す
なわち，大分川水系と大野川水系から得られた個
体はシマドジョウ種群（4倍体），また，那珂川水
系，多々良川水系，遠賀川水系，今川水系，祓
川水系および城井川水系から得られた一部の個体
はスジシマドジョウ種群，その他の個体はすべて
ヤマトシマドジョウ種群と同定される (Table 1)．
一方，倍数性の判定やDNA分析が行えなかった
10%ホルマリン固定標本については，その多くで
種群の同定には至らなかった．
スジシマドジョウ種群の15個体を対象とした10

制限酵素によるRFLP分析の結果において，すべ
ての個体から得られたミトコンドリアDNAはすべ
て中型種のクラスターに属した．このうち，今川
水系，祓川水系および城井川水系から得られた7

個体は，雌雄に関係なくすべて明瞭な縦帯状の斑
紋をもち，従来報告されている中型種の特徴とも
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Fig. 4. UPGMA tree for mtDNA haplotypes from the Japanese diploid Cobitis striata complex based on nu-
cleotide sequence divergence (Nei and Li, 1979). Bootstrap probabilities (�50%) with 1,000 replications are shown
for each cluster. Composite genotypes of each haplotype given on right (from left to right) Bst UI, Hinf I, Hsp 92II,
Mbo I, Msp I, Rsa I, Sau 96I, Scr FI, and Taq I. Bold letters indicate haplotypes detected from north-eastern
Kyushu. Haplotype numbers 1–15 correspond to Kitagawa et al. (2005). Numbers in parentheses with drainage
names indicate number of individuals.



一致した (Saitoh and Aizawa, 1987)．一方，不詳種
B（那珂川水系産 FKUN 033806，多々良川産
FKUN 033807）を含む博多湾流入河川のスジシマ
ドジョウ種群の4個体のmtDNAは．制限酵素Hinf

Iの切断型により特徴付けられるこの地域固有のハ
プロタイプを示すとともに，多々良川水系で4月
下旬に得られた雄1個体を除きすべて点列状の斑
紋をもってことから，従来報告されている中型種
の特徴とは異なっていた．また，中島ほか (2006)

がシマドジョウ属不詳種 Aとした登録標本（遠賀
川産FKUN 033587, 033588, 033733, 033734）から
なる遠賀川水系の4個体についても，すべての個
体が中型種においてもっとも頻出するハプロタイ
プ1をもっていたが，雌雄に関係なくすべてが点列
型で，従来報告されている中型種の特徴とは異
なっていた．

本研究においてmtDNA分析を行うことができた
標本に関しては，その分析結果と成熟雄の胸鰭骨
質盤形状，体側斑紋，脊椎骨の構成のいずれかの
特徴により判別された形態的な各種群の同定結果
との間に矛盾はなかった (Table 1)．また，血球サ
イズによる倍数性の判定が行えた標本についても
mtDNAの分析結果と矛盾はなかった．したがって，
mtDNA分析を行った標本に関しては正確な種群の
同定ができたと考えられる．一方，形態分析のみ
を行った10%ホルマリン固定標本では，従来の形
態的判別形質とされる体側中央部の斑紋型，脊椎
骨構成および背鰭担基骨の位置だけでは確実な種
群の同定には至らない標本がほとんどであった．
各形態的特徴においてヤマトシマドジョウ種群の
多様性の範囲がスジシマドジョウ種群の範囲に含
まれているため，両者を判別することが不可能な
場合が多く，今後，本研究で遺伝的な識別ができ
た標本を用いて，他の形態形質についても各種
群・種族・型間の差異について比較検討する必要
がある．
本研究によって確認された九州北東部における
シマドジョウ属3種群の分布をまとめると次のとお
りである．(1) ヤマトシマドジョウ種群は筑前地域
（那珂川水系）から国東半島南側の八坂川水系ま
で連続的に分布し，豊後地域の大分県番匠川水系
および宮崎平野を流れる宮崎県一ツ瀬川水系にも
分布する．(2) シマドジョウ種群（4倍体）は大分
川水系とこれに隣接した大野川水系に分布する．
(3) スジシマドジョウ種群では，縦帯状の斑紋をも

つ典型的な中型種が，豊前地域の今川水系，城井
川水系および祓川水系にも分布する．また博多湾
に流入する那珂川水系，多々良川水系と，筑豊地
域全域を集水する遠賀川水系には点列状の斑紋を
もつ中型種の集団が存在する．
博多湾流入河川と遠賀川水系から得られたスジ
シマドジョウ種群の集団については，2倍体である
ことから中型種または小型種に該当すると考えら
れるが，mtDNAにおいて明らかに中型種のクラス
ターに属することから，中型種に位置づけること
が妥当であろう．また，博多湾流入河川である
多々良川水系から得られた雌個体 (Fig. 2E) につい
ては，全長が95.9 mmと比較的大型であり，小型
種の雌における一般的な成魚サイズ（60–80 mm

TL; 斉藤,  2002）を大きく上回っていることも中
型種であることに矛盾しない．中型種と小型種の
間には，卵径に差異があることも報告されており
(Minamori, 1952)，今後，各集団の卵径についても
比較していく必要がある．
スジシマドジョウ種群は，体側中央の斑紋列が
縦帯状になることにより特徴づけられるが（池田,

1936; 1937a），国内に生息する小型種の4地方型
（九州型，山陰型，山陽型，東海型）とアジア大
陸産のCobitis lutheriでは，繁殖期の雄を除きこの
斑紋列が点列型になることが報告されている
（Saitoh and Aizawa, 1987; Kim and Lee, 1988;  斉藤,

2002）．今回，多々良川水系から繁殖期に得られ
た雄個体（Fig. 2F，2005年4月25日採集）は，典
型的な縦帯状の斑紋を有しており，博多湾流入河
川の集団は一部の小型種の地方型やC. lutheriの集
団に類似した斑紋の変化を示す可能性がある．一
方の遠賀川水系からも円盤形の骨質板をもつ雄1

個体 (FKUN 033588) が得られているが，この個体
の体側斑紋は点列状であった．この個体の採集が
2003年12月10日と，繁殖期ではなかったことに
よるかもしれない．本研究では確認できなかった
が，遠賀川の個体からも縦帯状に近い斑紋をもつ
個体が報告されている（渕上，2002）．新たに確
認された点列型の斑紋をもつそれぞれの中型種集
団における斑紋型の性差や季節変化について，今
後詳細に観察する必要がある．
従来から認識されてきたスジシマドジョウ種群
中型種の典型的な縦帯状の斑紋をもつ瀬戸内地方
の中型種集団と新たに確認された博多湾流入河川
の集団および遠賀川水系の集団の3者は，それぞ
れ形態的または遺伝的に識別可能なこと，それぞ
れ分布域を異にしていることから，それぞれを仮
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に「中型種瀬戸内型」，「中型種博多型」，「中型種
遠賀型」とよんで識別することにし，現在，著者
らの一部が詳細な分類学的精査および記載を試み
ている．今後の混乱を避けるため，これらの呼称
についてまとめると，従来，単にスジシマドジョ
ウ中型種とよばれていた集団が「中型種瀬戸内型」
に，中島ほか (2006) においてシマドジョウ属不詳
種Bとされた集団が「中型種博多型」に，福岡県
RDB（福岡県環境部自然環境課，2001）において
スジシマドジョウ小型種の遠賀川集団とされ，中
島ほか (2006) でシマドジョウ属不詳種Aとされた
集団が「中型種遠賀型」に対応する．また，今回
行ったmtDNA分析において，中型種の完全に縦
帯状をもつ斑紋の集団（瀬戸内型）と，点列状の
斑紋をもつ集団（博多型および遠賀型）の間に明
瞭な遺伝的差異は認められず，遠賀型については
瀬戸内型とハプロタイプを共有していた．博多型
の3つのハプロタイプについても，制限酵素Hinf I

による固有の切断型により特徴づけられる単一の
クラスターを形成したが，これらと他の2型から得
られたハプロタイプとの間の遺伝的分化程度
（0.3–1.1%塩基置換率）は，他の2型内で得られた
ハプロタイプ間で見られる分化程度0.3–0.8%と同
程度であった (Fig. 4)．このことは，中型種におけ
る異なる斑紋型をもつ集団の分化が比較的新しい
時代に起きたことを意味している．今後，核型分
析も含めたより詳細な遺伝解析を行うことにより，
新たに確認された博多型と遠賀型の関係や，その
起源，すなわち，単なる縦帯型に生じた突然変異
が固定されたものか，典型的な縦帯型をもつ中型
種瀬戸内型の祖先集団であるのか，あるいは中型
種瀬戸内型と他の点列型を示す種族または地方型
との雑種集団であるのかについて検証していく必
要がある．今回確認された中型種博多型と中型種
遠賀型の生息域は極限されている上に，近年これ
らの採集地において河川改修工事等が行われてお
り，両型の集団は早急な保護を必要としている．
これらそれぞれの型を，中型種内における独立し
た保全対象とするべきかを判断するためにも早急
な分類学的，遺伝学的精査が必要である．九州北
部は山脈を境として筑前地域，筑豊地域，豊前地
域，筑後地域に区分され，それぞれの地域で淡水
魚類相が異なっている（中島ほか，2006）．前3地
域においてスジシマドジョウ種群中型種の異なる
地方型集団が，また筑後地域のみにスジシマド
ジョウ種群小型種九州型がそれぞれ分布している
ことは興味深い．スジシマドジョウ中型種内の分

化や分布パターンの成立についてもこの地域の地
形の成立と併せて考えていく必要がある．また，
本研究で得られた伊呂波川の標本に，背鰭の位置
においてスジシマドジョウ種群の特徴を示す個体
があったこと，瀬崎ほか (1985) が大分県の駅館川
水系より2倍体のヤマトシマドジョウ種群の存在
を報告していることから，これらの地域にも既知
あるいは未知のスジシマドジョウ種群の種族・地
方型が生息している可能性は否定できない．本地
域における未調査の河川についても，引き続き調
査を行っていく必要がある．
九州北東部の淡水魚類相は一般に中国・四国地
方の瀬戸内側西部地域のそれと高い類似性を示し
ている (Watanabe, 1998)．また，広域分布している
種の種内の集団構造を見ても，これらの地域間に
は高い遺伝的類縁性が認められる場合が多い（カ
ワヨシノボリRhinogobius flumineus, Shimizu et al.,

1993;  ドンコOdontobutis obscura, Sakai et al., 1998;

ギギPseudobagrus nudiceps, Watanabe and Nishida,

2003）．このようなこれらの地域における生物地理
学的近縁性は，鮮新世中後期に瀬戸内海地域に広
がっていたとされる大淡水域（第二瀬戸内湖）の
存在や（西村，1974），この地域の最終氷期の河
川連結様式（桑代，1959）を反映しているためと
考えられる (Watanabe and Nishida, 2003)．従来の
シマドジョウ属3種群の分布についての知見では，
九州北東部と中国地方の西端部にヤマトシマド
ジョウ種群，中国・四国瀬戸内側地域にはシマド
ジョウ種群（4倍体）とスジシマドジョウ種群中
型種瀬戸内型が分布しているとされ，Watanabe

(1998) に示されているような九州北東部と中国・
四国地方の瀬戸内側西部地域で高い類似性をしめ
す一般的な淡水魚の生物地理学的パターンとの不
一致が認められていた．しかし，九州北東部地域
においてシマドジョウ種群（4倍体）とスジシマド
ジョウ種群中型種瀬戸内型の分布が確認されたこ
とにより，シマドジョウ属魚類においても九州北
東部地域と中国・四国地方の瀬戸内側地域との間
に深い生物地理学的関わりをもつことが判明した
(Fig. 5)．
シマドジョウ種群（4倍体）とスジシマドジョウ
種群中型種瀬戸内型がこれら3地域において共通
して分布しているのに対し，九州北東部に連続的
に分布しているヤマトシマドジョウ種群が中国地
方（西端部を除く）・四国の瀬戸内側地域に分布
していないことは，ヤマトシマドジョウ種群の瀬
戸内海斜面への分散時期と深く関わっていると考
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えられる．桑代 (1959) は，最終氷期に瀬戸内海地
方に存在した大水系を東水系（備讃叢島区から播
磨灘を経て紀伊水道に向かう水系）・中水系（芸
予・防予の島々から伊予灘を経て豊後水道に向か
う水系）・西水系（周防灘より伊予灘西部を経て
中水系に合流する水系）の 3つに分類している
(Fig. 5)．九州北東部および中国地方の瀬戸内側西
部地域における現在のヤマトシマドジョウ種群の
分布は，この西水系に属したと考えられる河川と
よく一致する（藤岡，1978;  大分県生活環境部生
活環境課，2001;  福岡県環境部自然環境課，2001）．
このことから，ヤマトシマドジョウ種群が西水系
を伝って分布域を広げたと推測できる．また，シ
マドジョウ種群とヤマトシマドジョウ種群は，い
ずれも連続的な分布をしており，分布の境界と
なっている河川を除いて同一水系に共存しない
（藤岡，1978）．このことから両者は競合関係にあ
り，どちらかが優勢であることがわかる．仮に，
優勢な種群のこれらの地域への進入が中水系と西
水系が連結している時代におきた場合，優勢な集
団が両水系を通じて分散し，瀬戸内側西部地域全

体が一方の優勢な種群の分布域になっていたと想
定される．したがって，現在の分布様式からは，
1) 劣勢の種群が両水系にわたって広く分散した後
に両水系の分断が起こり優勢な種群がいずれかの
水系に侵入した，または，2) 両者の侵入が，両水
系が分断された後にそれぞれの水系で起こったも
のと考えることができる．シマドジョウ種群が両
水系の下流域にあたる大分県の大分川や大野川に
生息していることを考慮すると，劣勢にあるシマ
ドジョウ種群（4倍体）が西水系と中水系にわた
り広範囲に分散していた後に，優勢なヤマトシマ
ドジョウ種群が既に分断していた西水系に進入
（または誕生）し，シマドジョウ種群（4倍体）を
駆逐しながら九州北東部および中国地方西端部に
広がったと考えると現在の分布がうまく説明でき
る．基本的に中国・四国地方の瀬戸内側に連続的
に分布するシマドジョウ種群（4倍体）と同様な
分布パターンを示すスジシマドジョウ種群中型種
瀬戸内型についても，シマドジョウ種群（4倍体）
と同様に西水系と中水系が連結していた時代に両
水系にわたり広範囲に分散していたのではないか
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Fig. 5. Geographic distribution of three (‘yamato’, biwae and striata) Japanese Cobitis complexes (Kimizuka and
Kobahyasi, 1983; Kimizuka, 1987; Saitoh, 2002; present study), drainage patterns in western Japan during the last
glacial period (Kuwashiro, 1959) (gray lines) and 100 m depth contour line (broken line). Broken lines indicate dis-
tribution boundaries among each species complex, race or local form. E, Eastern drainage system; C, Central
drainage system; W, Western drainage system. Y, C. sp. ‘yamato’ complex; B4, tetraploid race of C. biwae complex;
B2, diploid race of C. biwae complex; SmS, Setouchi form of middle race of C. striata complex; SmO, Onga form
of middle race of C. striata complex; SmH, Hakata form of middle race of C. striata complex; Ssk, Kyushu form of
small race of C. striata complex. Small race forms distributed on Honshu Island were excluded from the study.



と考えられる．ヤマトシマドジョウ種群とスジシ
マドジョウ種群は同一河川においてある程度共存
できることから，ヤマトシマドジョウ種群に完全
に駆逐されず一部の地域に残存していると推察さ
れる．このヤマトシマドジョウ種群の方が後にこ
の地域に侵入したという仮説は，ND1遺伝子領域
を対象としたRFLP分析による同地域内のヤマト
シマドジョウ種群の遺伝的分化程度 (0.1–0.7%;

Kitagawa et al., 2003b) がスジシマドジョウ種群中
型種瀬戸内型 (0.3–0.8%; Kitagawa et al., 2005) およ
びシマドジョウ種群（4倍体）(0.3–1.1%; Kitagawa

et al., 2003a) の遺伝的分化程度より若干低いこと
とも矛盾しない．
九州南東部はシマドジョウ類の分布情報に乏し
い地域であったが，近年の調査により大分県南部
と宮崎県の複数河川からヤマトシマドジョウ種群
とされるシマドジョウ属個体が確認されている
（宮崎県版レッドデータブック作成検討委員会,

2000）．本研究においても，番匠川水系と一ツ瀬
川水系から得られた標本はヤマトシマドジョウ種
群と同定されており，九州南東部にはヤマトシマ
ドジョウ種群が連続的に分布している可能性が高
い．しかし，これら九州南東部のヤマトシマド
ジョウ種群は，先に述べた古瀬戸内水系の西水系
を経由した分散では説明がつかず，これとは異な
る分散経路（例えば，九州西部から河川争奪を経
て東側に侵入など）をたどった可能性が高い．今
後，九州全域におけるシマドジョウ属の分布を精
査し，詳しいDNA分析を行うことによりその生物
地理学的起源を解明する必要がある．
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