
Ⅰ．はじめに

最上川水系とその周辺の湿地帯には 600万年

前から 300万年前にかけて巨大な淡水湖群が発

達し，その後に河川水系や湿原が発達した（山

形県立博物館 1996；山野井 2009）とされる．

この地質学的年代は，多くの固有種が種分化し

たとされる琵琶湖の形成年代に匹敵する古さで

あり，東北地方日本海側の淡水湖群は厳しい氷

期を通じてレフュージアとしての役割を果た

し，多くの淡水生物が絶滅せずに，進化が進ん

だと考えられる．ジュズカケハゼ鳥海山周辺固

有種（向井ほか 2010），シナイモツゴ，ハナカ

ジカは，最上川水系と周辺の湿地帯や小河川に

生息する絶滅に瀕する淡水魚類である．ジュズ

カケハゼ鳥海山周辺固有種は，元来湖沼や小河

川の水溜まりなどに生息するが，近年平野部で

は河川改修工事によるコンクリート護岸化や農

耕地からの農薬流入などにより，生息地が分断

化されて減少し，個体数が減っている．しかし，

本種は繁殖期の婚姻色が出ていない時期には，

DNA分析をしないと，同所的に分布するジュ

ズカケハゼ広域分布種と明確に判別できない．

そのため，鳥海山周辺固有種にどれほど絶滅の

危機が迫っているかは十分把握できていない．

我々は，日本海側に分布するシナイモツゴは，

模式産地である宮城県産シナイモツゴとは異な
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る系統に含まれ，かなり分化が進んでいること

を把握している（新潟市水族館，新潟大，信州

大と共同研究中）．しかし，シナイモツゴ日本

海型（仮称）は，近縁な移入種モツゴとの交雑

が密かに広がり，危機的状況にあると考えられ

る．

ハナカジカは，山形周辺水域では河川支流の

源流部に生息するが，北海道・東北の他の水域

のハナカジカとは異なる系統に含まれ，起源が

最も古いとされている（Yokoyama and Goto 

2002）．河川源流部では，近年地滑りや森林の

荒廃による土砂流入や，降雪量の減少などに起

因する渇水が頻繁に起こっており，ハナカジカ

山形型（仮称）は一段と危機的状況にあると考

えられる．

このように，これらの希少種には緊急の調査

と保全の措置が必要だが，まだ十分生息の実態

がわかっていない．そこで，本研究では最上川

水系と周辺地帯に分布する固有の希少淡水魚類

のうち，ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種，シ

ナイモツゴ日本海型，ハナカジカ山形型を対象

として，生息状況調査と各種 DNAマーカーに

基づく分子系統解析，集団遺伝学的解析を行っ

た．特に，ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種で

は山間部の生息地を中心に生息調査を行った．

また，シナイモツゴ日本海型では，山間部の生

息地の調査とともに，移入種である近縁なモツ

ゴとの交雑がないかどうかを判定し，在来集団

の生息地を特定して保全対象水域を明確化した．

ハナカジカ山形型では，各支流源流部での生息

状況調査と集団遺伝学的解析に基づく各集団の

遺伝的多様性，集団間の分化を推定した．以上

のデータに基づいて，保全の対策を検討した．

Ⅱ．ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種の生息の

現状と保全

1. 調査水域と調査法

山形県内の各水域 10ケ所，および秋田県南

部でジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種の調査，

採集を行った．採集には，タモ網，およびサナ

ギ粉とエビ粉を含む練り餌を入れたカゴ型ト

ラップを用いた．採集した各個体を麻酔して生

きたまま写真を撮影（図 1）し，右胸鰭の一部

の組織を採取して，99.5 %エタノールに浸漬

して，DNA抽出用サンプルとした．

2. 分子系統解析

Chiba et al. （2009）にしたがって，DNA抽出，

およびミトコンドリア cytochrome （cyt） b遺伝

子を含む領域を PCR増幅した．遺伝子配列は 

DNAシーケンサー（ABI 3100）を使用して検

出した．

分子系統解析では，検出した cyt b遺伝子配

列に，既報のジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種

の配列（AY450383と新潟県五泉市；Chiba et 

al. 2015），および外群としてジュズカケハゼ関

東固有種の配列（AY450384）を加えて，最尤

法で系統樹を作成し，枝の分岐の信頼度を 1,000

回復元したブートストラップ値で評価した．さ

らに，検出した全ての遺伝子配列から異なるハ

プロタイプを識別し，TCS 1.21（Clement et al.  

2000）を用いて，統計的最節約ネットワークを

作成し，ハプロタイプ間の類縁性を推定した．

3. 分子系統解析による種同定と生息の現状

東北地方日本海側の水域の一部では，ジュズ

カケハゼ鳥海山周辺固有種とジュズカケハゼ広

4

図 1　ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種



域分布種が同所的に生息している（Chiba et al.  

2015）．これら 2種では，形態的形質がほとん

ど重複しており，種の同定は非常にむずかしい．

唯一産卵期の雌に現れる婚姻色は種特異的（向

井ほか 2010; Chiba et al. 2015）であるが，未成

熟個体の同定は不可能である．そこで，産卵期

の雌は婚姻色に基づいてジュズカケハゼ鳥海山

周辺固有種かどうか同定し，それ以外の個体は

cyt b遺伝子配列に基づく分子系統解析を行っ

て，種の同定を行った．その結果，図 2に示す

ように，山形県酒田市，鶴岡市，遊佐町では，

かなり広域に渡る複数の水域でジュズカケハゼ

鳥海山周辺固有種の生息を確認できたが，秋田

県南部の鳥海山周辺水域では，広く本種を探索

したが確認できなかった．酒田市の生息地には，

図 3に示すような標高 200 m程度の山間部の池

沼が複数含まれている．このような山間部の池

沼は集落から遠く離れており，地元の住民でも

滅多に行くことはない．また，このような池沼

ではある程度湧水が湧いていた．一方，鶴岡市

の本種の生息地は，平野部の集落や田畑に近い

水域であった．同様に，遊佐町の生息地は平野

部の集落に近い水域であったが，トミヨ属淡水

型の保全のために人為的に整備された水路で

も，トミヨ属淡水型，ホトケドジョウとともに，

ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種は確認され

た．このように，人為的に整備された水路でも，

湧水が豊富で他の移入種がいない水域では，

ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種は十分存続す

ると考えられた．

4. 遺伝的多様性と近親交配

本研究では，ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有

種の集団遺伝学的解析ができるほどの個体数を

採集することはできなかったが，図 2と図 4に

示すように，酒田市と遊佐町に生息する本種の

個体では，複数のハプロタイプが検出され，わ

ずかながら遺伝的多様性は残っていた．した

がって，各生息地では多少近親交配の影響はあ

るが，ある程度の個体数が存続していると考え

られた．一方，鶴岡市の生息地では，複数の個

体を調べても異なるハプロタイプは検出され

ず，遺伝的多様性が著しく低下し，近親交配が

進んでいると推察された．

5. ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種の保全

Chiba et al. （2015）でも述べたように，新潟

県内では，平野部の集落や田畑ばかりでなく，
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図 2　ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種から検出されたハプ

ロタイプ間の系統類縁関係．Hap-No.：検出されたハプロタ

イプ略号．

G. castaneus (AY450384)

 Hap-04 五泉 
 Hap-05 五泉

 Hap-01 酒田・鶴岡 
Hap-02 遊佐・酒田 
Hap-03 遊佐・酒田
 G. castaneus (AY450383) 遊佐 

0.05 substitutions/site
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99 新潟

山形  

東京 関東固有種

鳥海山周辺固有種

図 3　ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種が生息する山間部の

沼

図 4　ジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種から検出されたハプ

ロタイプ間の統計的最節約ネットワーク．☆：1塩基置換を

示す，●：見つかっていないハプロタイプ

 Hap-03

 Hap-05  Hap-04

 Hap-01  Hap-02



集落から離れた山間部の池沼でもジュズカケハ

ゼ鳥海山周辺固有種の生息が確認できなかっ

た．これは，新潟県内では集落から離れた山間

部の池沼でも錦鯉の養殖がさかんに行われてい

るため，コイによる食害を受けて，ジュズカケ

ハゼ鳥海山周辺固有種は絶滅したためと考えら

れる．一方，山形県内ではコイの養殖はそれほ

ど行われていないため，特に山間部の池沼では

本種が多く生存していると考えられる．山形県

内の各生息地の集団では，遺伝的多様性は低下

しており，近親交配が起こっている兆候はある

が，それでも複数の生息地にわずかに異なるハ

プロタイプを持つ個体が生存しているので，急

激に遺伝的荷重がかかり，生存に不利な遺伝子

が集積して絶滅する心配はないと考えられる．

山形県内の山間部では，人口の推移予測より著

しく速い速度で高齢化，過疎化が起こっており，

そのために森林の荒廃は進んでいる．しかし，

本種の生息地である池沼や湿地帯が急速に消失

するような事態には至っていないので，このよ

うな社会現象が返って本種の生存には有利に作

用していると推察される．

Ⅲ．シナイモツゴ日本海型の生息の現状と保全

1. 調査水域と調査法

山形県内の各水域 11ケ所，および秋田県南

部 2ケ所でシナイモツゴ日本海型の調査，採集

を行った．採集には，タモ網，およびサナギ粉

を含む練り餌を入れたカゴ型トラップを用い

た．各生息地から 20個体を目安に採集した個

体を麻酔して，生きたまま写真を撮影（図 5）し，

右胸鰭の一部の組織を採取して，99.5 %エタ

ノールに浸漬して，DNA抽出用サンプルとし

た．なお，シナイモツゴの模式産地である宮城

県旧鹿島台町で採集され，宮城県内水面水産試

験場の池で飼育されていた個体サンプルを同試

験場から供与していただき，比較解析に用いた．

2. 分子系統解析と集団遺伝学的解析

Sasaki et al. （2007）にしたがって，DNA抽出

および cyt b遺伝子を含む領域をPCR増幅した．

遺伝子配列は DNAシーケンサー（ABI 3100）

を使用して検出した．

分子系統解析では，シナイモツゴの cyt b遺

伝子配列に，同属のモツゴ P. parvaの同遺伝子

配列を検出して加え，さらに遺伝子データベー

ス NCBIに登録されているウシモツゴ P. pugnax

の同遺伝子配列を解析に加えた．なお，系統解

析の外群として，コイ科カマツカ Pseudogobio 

esocinusの同遺伝子配列を解析に加えた．

さらに，シナイモツゴの各生息地の個体から

検出した cyt b遺伝子配列に基づいて，集団内

のハプロタイプ多様度，塩基多様度を算出し，

遺伝的多様性の評価を行った．また，同遺伝子

配列に基づいてハプロタイプ間の系統・類縁を

示す統計的最節約ネットワークを構築した．集

団間の遺伝的分化は，固定指数ΦSTを算出して

推定した．

シナイモツゴと移入されたモツゴ間で交雑が

起こった形跡があるかどうかを推定するため，

2種間で明確に対立遺伝子が置き換わっている

マイクロサテライト 2座位（Konishi and Takata 

2004）の DNA型を解析した．

3. 形態計測

シナイモツゴ日本海型と宮城県のシナイモツ

ゴの形態的特徴を比較するため，14部位の形

態的形質を測定し，Tukey-Kramer検定による

多重比較解析を行った．
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図 5　シナイモツゴ日本海型



4. シナイモツゴ日本海型の系統的位置

cyt b遺伝子配列に基づいて近隣結合法と最

節約法で構築した系統樹の樹形はよく一致して

いた（図 6）．この系統樹で，既知のモツゴ，

最近新種記載されたウシモツゴ（Kawase and 

Hosoya 2015），宮城県産シナイモツゴ，シナイ

モツゴ日本海型の系統間の分岐は近隣結合樹，

最節約系統樹ともに 83～ 100 %の高いブート

ストラップ値で指示され，この系統樹の樹形は

信頼度が高いと推察された．遺伝的距離は，モ

ツゴとウシモツゴ間で 0.129，モツゴと宮城県

産シナイモツゴ間で 0.101，モツゴとシナイモ

ツゴ日本海型間で 0.122を示し，これらの種は

それぞれ十分な遺伝的分化を遂げていることが

明らかになった．さらに，遺伝的距離は，ウシ

モツゴと宮城県産シナイモツゴ間で 0.082，ウ

シモツゴとシナイモツゴ日本海型間で 0.089～

0.091を示し，十分に遺伝的分化を遂げている

ことが明らかとなった．一方，宮城県産シナイ

モツゴと日本海型間の遺伝的距離は 0.044～

0.049を示し，これらの種間で次に大きな遺伝

的分化を遂げていることが明らかになった．す

なわち，日本海型は太平洋側の宮城県旧鹿島台

付近の沼から記載されたシナイモツゴとは，進

化的に非常に古くから異なる進化を遂げて来て

いる存在であり，保全をする場合には，明らか

に異なる Evolutionary Significant Unit（ESU）と

して扱うべきであると考えられた．

5. シナイモツゴ日本海型集団の遺伝的多様性と

分化

図 6と図 7に示すように，近隣結合系統樹と

最節約系統樹，および統計的最節約ネットワー

クのどの解析でも，山形県北部および秋田県南

部の集団（北山形・秋田集団）の個体はある程

度ハプロタイプを共有し，近縁と考えられた．

同様に，山形県南部の集団（南山形集団）の個

体はある程度ハプロタイプを共有し，近縁と考

えられた．しかし，北山形・秋田集団と南山形

集団の個体どうしは一切ハプロタイプを共有せ

ず，これらの集団どうしは明らかに異なる進化
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図 7　シナイモツゴ日本海型のハプロタイプ間の統計的最節

約ネットワーク．図中の AYK-1, 2, AYH-1のみ秋田集団のハ

プロタイプ，他は全て北山形集団か南山形集団のハプロタイ

プ．

AYK-1, AYK-2
SN-2, SN-3
MO-1, MO-2, MO-3 
MO-4, MU-2, MU-3

AYH-1

SN-1

MU-1 
OKI-1-2
OKI-1-3

OKI-7

図 6　シナイモツゴ日本海型の系統的位置．枝の分岐部の数
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過程を経てそれぞれの集団を形成して来たと考

えられた．このように，山形県中部を境界とし

て，北と南で異なる遺伝的分化を示す現象は，

他にホトケドジョウ Lefua echigonia（Aiki et al. 

2009），キタノメダカ Oryzias sakaizumii（高山・

渡辺ほか 2006）でも知られており，最上川水

系周辺水域の形成過程と魚類集団の形成に関わ

る生物地理学的現象と考えられる．

一方，日本海型の各集団内では，後述するモ

ツゴとの交雑個体が混じっている集団を除いて

は，ほとんど遺伝的多型はなく，遺伝的多様性

は非常に低かった．このことから，日本海型の

各集団ではかなり近親交配が進んでいると考え

られた．

6. シナイモツゴ日本海型の形態的分化と分類学

的検討

シナイモツゴ日本海型の形態的形質を宮城県

産シナイモツゴ，モツゴ，2種間の交雑個体（次

の項で述べる）間で，Tukey-Kramer検定によ

る多重比較を行って解析した．その結果，図 8

に示すように，調べた 14形質のうち，頭長に

対する吻長，眼径，瞳径の比の値は，日本海型

と宮城県産シナイモツゴの間で有意差が認めら

れた．すなわち，日本海型の個体は，宮城県産

シナイモツゴよりも吻長は長く，眼径や瞳径は

明らかに小さかった．生態的・行動的性質にも

違いがあり，日本海型の個体はより底生性が強

く，ほとんど水生植物の間や障害物の下の暗所

に潜んでいることが多く，活発に遊泳しない．

前述のように，日本海型は模式産地である宮城

県旧鹿島台産のシナイモツゴとは相当に遺伝的

分化が進んでおり，このように形態的形質や生

態的・行動的性質もやや異なることから，形態

標本を共同研究者である近畿大学・細谷和海博

士のもとへ送って，日本海型を異なる亜種とし

て記載する準備を進めていただいている．日本
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図 8　シナイモツゴ日本海型の吻長比と眼径比の多重比較．シナイモツゴ日本海型（山形・秋田集団）とシナイモツゴ（宮城），

モツゴ，交雑個体の吻長と眼径を比較解析した．
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海型が新亜種として記載された場合には，異な

る ESUとしてより明確に区別して保全するこ

とができる．

7. シナイモツゴ日本海型とモツゴの交雑

Konishi and Takata （2004）にしたがって，シ

ナイモツゴとモツゴの間で alleleが置換してい

て，交雑個体が含まれていた場合に明確に識別

できるマイクロサテライト 2座位を増幅する蛍

光プライマーを作成した．これらを用いて，母

性遺伝する cyt b遺伝子を検出した全ての日本

海型個体から 2座位の alleleを検出して，交雑

個体が含まれている集団を特定した．その結果，

都市部に近い平野部のいくつかの集団では，移

入されたモツゴとの間で交雑が生じていること

が推察された．それらの交雑個体の多くは，ど

ちらかのマイクロサテライト座位にモツゴの

alleleをホモ接合体として持っていた．このこ

とから，シナイモツゴ日本海型の雌がモツゴの

雄と交雑して生まれた雑種第 1代は妊性を持

ち，さらにモツゴの雄と戻し交雑を重ねた個体

が集団中に混じっていることが推察された．こ

のように，シナイモツゴとモツゴの交雑個体が

妊性を持つ現象は既報（Koga and Goto, 2005）

でも報告されており，保全の上で注意を要する．

以上のように，一度モツゴが移入されれば日本

海型集団中に遺伝的汚染が広がり，もはや防げ

ない．したがって，遺伝的汚染がない集団は一

切分けて管理し，決して遺伝的汚染がある集団

からの個体を移植しないように注意しなければ

ならない．

8. シナイモツゴ日本海型の保全

前述のように，シナイモツゴ日本海型の生息

地のうち，都市部に近い平野部のいくつかの生

息地では，モツゴの移入による交雑が起こって

いることが明らかになった．しかし，ジュズカ

ケハゼ鳥海山周辺固有種と同様に，シナイモツ

ゴ日本海型も集落から遠く離れた池沼（図 9）

や，標高 200 m以上の山間部の池沼にも生息し

ている．山形県のこのような池沼ではコイの養

殖はあまり行われていないので，コイの種苗に

混じってモツゴが移入される可能性は低い．実

際，一部の山間部の池沼では，シナイモツゴ日

本海型がジュズカケハゼ鳥海山周辺固有種と共

存しており，そのような場所は湧水が豊富で，

環境条件は年間を通じて安定している．モツゴ

との交雑個体がいない生息地では，シナイモツ

ゴ日本海型の各集団では遺伝的多様性はほとん

どなく，近親交配は進んでいると考えられるが，

隣接する池沼や比較的近くの池沼には，わずか

に異なるハプロタイプを持つ個体がいるので，

これらの生息地の日本海型がすぐに絶滅する可

能性は低い．また，前述のように，このような

生息地周辺地域では，急速に高齢化，過疎化が

進んでいるので，逆にこのような社会状況は日

本海型の保全には良い方向に作用する可能性が

高い．日本海型をシナイモツゴの異なる亜種と

して記載し，異なる ESUとして，保全して行

く必要がある．

Ⅳ．ハナカジカ山形型の生息の現状と保全

1. 調査水域と調査法

山形県最上川水系各支流の源流部 4ケ所，お

よび月光川の源流部でハナカジカの調査，採集
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図 9　シナイモツゴ日本海型が生息する沼



を行った．採集には，タモ網とサデ網を用いた．

各生息地から 20個体を目安に採集を行い，5

個体は麻酔して生きたまま写真を撮影（図 10）

し，右胸鰭の一部の組織を採取して，99.5 %エ

タノールに浸漬して，DNA抽出用サンプルと

した．また，残り 15個体からは第 2背鰭後端

の一部の組織を採取して DNA抽出用サンプル

とし，各個体は生きたまま生息場所に放流した．

2. 分子系統解析と集団遺伝学的解析

エタノール中で保存された組織サンプルか

ら，Gotoh et al. （2009）の方法にしたがって，

DNA抽出，およびミトコンドリア調節領域（CR: 

D-loop）の PCR増幅を行った．各生息地の個

体から検出した CR配列に基づいて，最尤法に

基づいて外群としてカジカ Cottus polluxの相同

領域の配列とともに系統樹を作成して，ハナカ

ジカ山形集団の系統的位置を確認した．さらに，

CR配列に基づいて集団内のハプロタイプ多様

度，塩基多様度を算出し，遺伝的多様性の評価

を行った．また，同遺伝子配列に基づいてハプ

ロタイプ間の系統・類縁を示す統計的最節約

ネットワークを構築した．集団間の遺伝的分化

は，固定指数ΦSTを算出して推定した．

さらに，Gotoh et al. （2013）の棘鰭上目魚類

全般に対して高い汎用性を持つように開発され

た多型的マイクロサテライト 10座位の allele

を検出して型判定し，ヘテロ接合度を算出した．

また，各集団の遺伝的構造を比較するために，

Structure （Pritchard et al. 2000）を用いてアサイ

ンメントテストを行った．

以上の各解析に基づいて，各集団内の遺伝的

多様性の程度を推定し，また集団間の遺伝的構

造の違いを明らかにして，ハナカジカの保全に

ついて検討した．

3. ハナカジカ山形型の系統的位置

ハナカジカ Cottus nozawaeは日本の固有種と

され，北海道，東北地方に広く分布する（Goto 

et al. 2001）．しかし，東北地方では，本種は河

川の源流部のみに生息し，ミトコンドリア

DNA多型に基づく分子系統解析によって，山

形集団はその起源が最も古く，約 150万年前に

は北海道や他の東北地方の集団と分岐したとさ

れている（Yokoyma and Goto 2002）．そこで，

新たに山形集団の個体から検出した CR配列に

遺伝子データベースに登録されているハナカジ

カの同配列を加えて，最尤法による系統樹を作

成した（図 11-A）．その結果，確かにハナカジ

カ山形集団は北海道や他の東北地方の集団とは

大きく遺伝的に分化し，異なる系統に属してい

た．したがって，ハナカジカ山形集団は，他の

地域のハナカジカとは異なる ESUとして，独

自に保全する必要がある．また，形態的形質を

詳細には調べていないものの，山形集団の個体

は他の地域のハナカジカに比べて，鰓蓋骨や棘

などの骨質化の程度が弱い傾向があり，今後形

態的形質を精査すると，差異が明らかになる可

能性が高い．また，分岐年代の古さからすると，

一般に魚類では別種間の遺伝的分化の水準にあ

るので，北海道，他の東北地方のハナカジカと

は異なる種または亜種として分類する必要があ

る．このように，ハナカジカ山形集団は今後益々

希少な存在となる可能性が高いので，ここでは
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図 10　ハナカジカ山形型



「ハナカジカ山形型」として扱った．

4. ミトコンドリア CR配列に基づくハナカジカ

山形型の遺伝的多様性と分化

図 11-Bに示すように，各生息地の個体の CR

配列を複合アラインメントした結果，生息地ご

とに 1種類のハプロタイプしか検出されず，各

集団には一切遺伝的多様性がなく，ハプロタイ

プ多様度，塩基多様度とも 0.000と推定された．

また，集団間で一切ハプロタイプが共有されて

いなかったので，固定指数ΦSTは 1.000と推定

された．さらに，ハプロタイプは大きく 2グルー

プに分かれ，これらのハプログループ間では 5

～ 6塩基置換があり，2グループ間では遺伝的

分化が認められた．

5. マイクロサテライトに基づくハナカジカ山形

型の遺伝的多様性と分化

マイクロサテライト 10座位に基づいて解析

した結果，各集団の平均へテロ接合度は 0.000

～ 0.300と低い傾向を示し，特に 1集団では 24

個体調べても全く多型が見つからなかった．こ

のように，マイクロサテライト多型からも各集

団の著しい遺伝的多様性の低下が示された．次

に，集団間の遺伝的分化を示す固定指数 FSTを

算出したところ，0.532～ 0.931という非常に

高い値を示した．さらに，アサインメントテス

トの結果を図 12に示す．その結果，K=5すな

わち各生息地の 5集団はいずれも異なるクラス

ターに属し，5集団間で著しい遺伝的分化が生

じていることが明確に示された．
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図 11　ハナカジカ山形型の系統的位置，および各集団から検出されたハプロタイプ．A：ハナカジカ山形型の系統的位置を示

す最尤系統樹，B：検出されたハプロタイプの統計的最節約ネットワーク．

図 12　マイクロサテライト 10座位に基づくアサインメントテスト．K=5における Barplot．



以上より，各生息地のハナカジカ山形型集団

には強いビン首効果が働いているらしく，その

繰り返しにより，遺伝的浮動が強く作用して，

集団間の分化が起こっていると考えられた．い

ずれにしても，各集団では著しい近親交配が生

じていると考えられた．

6. ハナカジカ山形型の保全

本研究による解析の結果，ハナカジカ山形型

のどこの集団でも，強いビン首効果が働いて遺

伝的多様性が低下し，著しい近親交配が起こっ

ていることが示唆された．したがって，どこの

集団も絶滅のリスクは非常に高いと考えられ

る．生息地である各支流の源流部（図 13）は元々

狭小な場所であり，ここ数年間は温暖化による

影響で降雪量が減っており，春の雪解けが早く

なっている傾向があることから，生息地に渇水

の影響があることは否定できない．また，いず

れも生息地は山間部にあるが，時々森林伐採の

計画が持ち上がることがあり，その度に県内で

は大きな問題となっている．また，林業従事者

の高齢化と地域の過疎化も関連して，森林が荒

廃して保水力が弱まって，時々地滑りや河川へ

の土砂流入も起こっている．このような事態か

らハナカジカの産卵場が急激に失われる傾向が

強いので，ますます絶滅の危険性が高まってい

ると考えられる．

ミトコンドリア調節領域配列とマイクロサテ

ライトの両方のマーカーで，各集団が著しく分

化していることが示されたので，基本的にはそ

れぞれの集団を ESUとして扱うべきである．

したがって，いくつかの集団が絶滅するような

厳しい事態にならない限りは，他の集団の個体

を異なる生息地の個体と混合する訳にはいかな

い．以上のように，本研究で調べた 3種の中で

は，ハナカジカ山形型の絶滅のリスクが最も高

いので，各生息地の関係する自治体や，保全の

活動を行っている地元団体の関係者とともに，

緊急に保全の対策を立てて，ハナカジカ山形型

の保護を行う必要がある．
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is considerably low in each population, it is presumed that the extinction risk is not so high. 2) Molecular 
phylogenetic analyses show that P. p. pumila distributed along the Sea of Japan belongs to the different lineage from 
the type subspecies distributed along the Pacific, the former subspecies should be separately conserved. The 
subspecies has recently reduced by hybridization with introduced related species, P. parva and damage by introduced 
predators, Micropterus salmoides. But, the subspecies still remains in lakes and marshes in mountain regions. 
Whereas genetic diversity is considerably low in each population, it is presumed that the extinction risk is not so 
high. 3) Molecular phylogenetic analyses show that C. nozawae in Yamagata belongs to different lineage from those 
in the other waters, and the species should be separately conserved. The species inhabits each source of branches in 
Mogami River System, genetic diversity is extremely low and inbreeding probably occurs in each population. No 
common genotype shared among populations. The each population has recently affected by serious drought caused 
by climate changes, and should be immediately conserved. 
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