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特集 1 生物学的侵入の分子生態学

近縁外来種との交雑による在来種絶滅のメカニズ、ム

河 村 功 一*l)・片山雅人*・三宅琢也*・大前古広*・原田泰志*

加納義彦**・井口恵一朗***

*三重大学大学院生物資源学研究科

**NPO法人ニッポンパラタナゴ高安研究会

***水産総合研究センター中央水産研究所

Mechanisms of extinction of native species caused by exotic-related species. Kouichi Kawamura， Masato Katayama， 

Takuya Miyake， Yoshihiro Ohmae， Yasushi Harada (Graduate School ofBioresources， Mie University)， Yoshihiko 

Kanoh (NPO Takayasu Study Group of Japanese Ros巴bitterling)and Kei'ichiroh Iguchi (National Research Institute 

ofFisheries Science， Fisheries Res巴archAgency) 

要旨:近縁外来種と在来種の交雑は外来種問題の一つであるだけでなく、希少種問題の一つでもある。この問題は決し

て異種間に限られたものではなく、在来僧体群の絶滅という観点から見れば、近縁種から同種の地域個体群にまで渡る

幅広い分類学的カテゴリーに該当するものである。近縁外来種と在来種の交雑は遺伝子浸透の程度と夜来種の絶滅の有

無により、1)遺伝子浸透を伴わない在来種の絶滅、 n)遺伝子浸透はあるものの在来種は存続、 m)遺伝子浸透により

在来種は絶滅の 3つに分類される。この中で在来種の絶滅を生じるのは IとIIIの交雑であるが、いずれも交雑の方向

性の存在が重要課されている。

本稿ではタイリクパラタナゴとニッポンパラタナゴの交雑を材料に、 IIIの交雑における在来亜種の純滅と遺伝子浸透

のメカニズムについて調べた研究を紹介する。野外調査と飼育実験により、交雑による個体群の遺伝的特徴の変化、配

偶行動における交雑の方向性の有無、遺伝子型の違いによる適応度の違いの 3点について調べたところ、1)交雑個体

の適応度は在来亜種より高いが雑種強勢は存在しない、 2)繁殖行動において亜種間である程度の交配前隔離が存在、 3)

在来亜種の絶滅は交雑だけでなく、適応度において交雑個体と外来亜種に劣る事により生じる、 4)遺伝子浸透は在来

亜種の絶滅後も継続する、の 4点が明らかとなった。これらの事から外来亜種の侵入による在来亜種の絶滅は、外来車

種の繁殖率の高さに加え、交雑個体における妊性の存在と適応度の高さが主な要因である事がわかった。ここで特記す

べき点として、交雑の方向性の決定様式と遺伝子浸透の持続性が挙げられる。すなわち、パラタナゴ2車種における交

雑は個体数の偏りによる外来亜種における同系交配のi毒害により生じるが、交雑の方向性は従来言われてきた様な亜種

間での雌雄の交配頻度の違いではなく、雑種と外来亜種の間の戻し交雑により生じ、この戻し交雑が遺伝子浸透を持続

させる可能性が高い事である。今後の諜題としては、野外個体群におけるミトコンドリア DNAの完全な置換といった

遺伝子関での浸透様式の違いの解明が挙げられる。この問題の解明に当たっては進化モデルをベースとしたシミュレー

ションと飼育実験により、ゲノムレベルで適応度が遺伝子浸透に与える影響を考察する必要がある。

キーワード:遺伝子浸透、希少韓、近縁外来種、交雑、適応、度

はじめに

生殖的隔離は種分化の要因であると同時に種の体制維

持の要国でもある (Dobzhansky1951 ; Mayr 1963)。こ

れに対し、例外はあるものの (Dow!ingand Secor 1997 ; 
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Arnold 2006)、交雑 (hybridization) は一般に種分化に逆

行するものであり、分類群によっては種の絶滅を生じる

事もある (Levinet al. 1996 ; Allendorf et al. 2001)。交雑は

自然に生じる場合と人為的要因により生じる場合の 2通

りがあり (Allendorfet al. 2001)、かつては人為的要因に

より生じる交雑は主に生息地の改変によるものであった

(Wiegand 1935)。しかしながら近年、輪送手段の進歩に
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より動植物の移送が大規模かつ頻繁に行われる様になっ

た結果、外来種の移植という新たな人為的要因による交

雑が年々増えつつある(Rhymerand Simberloff 1996)。外

来種授入の際、生殖的隔離が不完全な近縁種(在来種)

が存在する場合、こうした状況は両者の交雑を生じやす

く (Coyneand Orr 2004)、場合によっては在来種の絶滅

につながる場合もある (Levinet al. 1996 ; Allendorf et al. 

2001)。本稿は外来種との交雑による在来種の絶滅のメカ

ニズムについて論じたものであり、本論に入る前にまず

キーワードである交雑と近縁外来種について説明する。

交雑の意味するもの

交雑は特定の分類群に限定されるものではなく、自然

界では動植物の多くの分類群においてしばしば見られる

現象であり、その適応的意味並ぴに進化的意義につい

てはこれまで多くの議論がなされてきた (Arnold1997 ; 

Dowling and S巴cor1997 ; Grant and Grant 2002)。交雑の産

物が雑種であり、かつては種の識加は専ら形態情報に限

られていた事から、雑種判定の唯一の手掛かりは異なる

2種の形態形質の共有であった (Smith1992)。この事は

“間の子"という言葉によく象徴されている。しかしなが

ら、 20世紀後半におけるアロザイムの発見から DNA配

列の決定に至る遺伝学的分析手法の劇的な進歩により、

遺伝的差違の把握の精度は種間から個体問へと著しく向

上し、これに伴い雑種の定義も大きく変化した (Avise

2004)。そのため今日では雑麓は“遺伝的構成の異なる 2

種類の配偶子の合体によって生じた異型接合体"と定義

され(古}112001)、交雑はかつての様に種 (species) に限

定されたものではなく、“分類学上の位置に関係なく遺伝

的に異なる表現型間における交配"として種から僧体群

(population) までの幅広いカテゴリーを含むものとなっ

ている (Avise2004)。本稿のタイトルは一見、種間交雑

をイメージさせるものであるが、本稿の対象は現在の交

雑の定義と同様、種に限定されるものではない事を記し

ておく。

近縁外来種とは

外来種という言葉は、かつては専ら外国起源の生物に

対して用いられていた(宮下 1977; }II合ほか 1980)。し

かしながら近年、外国起源の生物だけでなく国内種の移

植も大きな問題となっており、現在では外来穏という言

葉は外国産でなく園内産に対しでも用いられ、それぞれ

起源の違いにより国外外来種、国内外来種と区別した呼

称が提案されている(村上・鷲谷 2002)。この事は外来
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種の判定が国境と雷った行政的基準ではなく、天然分布

であるか否かと言った生物地理学的情報に基づき行われ

る様になった事を意味する。外来種は競争、捕食、病

害、環境の改変等により在来種の絶滅確率を高める事か

ら、生物多様性に深刻な影響を与える要因のーっとされ

ているが(鷲谷・村上 2002a)、国内外来種の問題は世間

一般から見た場合、一部の種においては様めて不可解な

状況を産み出している。一例を挙げると、セマルハコガ

メ (Cistoclemmysjlavomarginata) (太田 2000)、イチモン

ジタナゴ (Acheilognathuscyanostigma) (河村 2003b) は

いずれも国指定の絶滅危倶種であるが、これらは問時に

国内外来種でもある(安川 2002;日本生態学会 2002)0

これは自然保護の現場において種の待遇で柑矛盾する二

つの肩書を持つ種がいる事を意味する。ちなみに淡水魚

の場合、こうした“両刀使い"は年々増加しており、今

日では 20種近くにまで達している(日本生態学会 2002; 

松沢・瀬能 2008)。本稿で扱う外来種は国外外来種と国

内外来種の双方を含むものとする。

外来種が分類学的にどの階級に属するかであるが、こ

れは在来種との遺伝的類縁関係によって決定される。一

律に種であれば話は簡単なのであるが、今日の外来種は

在来種から見た場合、近縁種から遺伝的に識別可能な向

種の他の地域俗体群までと多岐に渡っており、分類学

的には必ずしも種であるとは限らない(日本生態学会

2002)。例えば後で述べるタイリクパラタナゴ (Rhodeus

ocellatus ocellatus) はニッポンノTラタナゴ (Rhodeus

ocellaltus kurumeus)の車種であり(中村 1969)、向じく

チュウゴクスッポン (Pelodiscussinensis sinensis)はニホ

ンスッポン (Pelodiscussinensis japonicus) と車種の関係

にある(財団法人自然環境研究センター 2008)0 クロー

ン生殖を行うシジミ類において、外来種であるタイワン

シジミ (Corbiculajluminea) は分類学的には在来のマシ

ジミ (Corbiculaleana) とは別種にされているものの、ミ

トコンドリア DNA(mtDNA) の配列においてほとんど

違いが見られず、両者の遺伝的類縁関係は実際には亜種

以下の可能性もある (Parkand Kim 2003)。外来種と在来

種の遺伝的類縁関係を考える上で重要なものとして異系

交配弱勢 (outbreedingdepression) (Templeton 1987)が

挙げられる。異系交配弱勢は近年の分子生態学研究の進

歩により明らかになったもので、種内における他の地域

個体群との交雑が在来個体群の適応度の低下を生じ、場

合によっては絶滅を引き起こす現象である (Rhymerand 

Simberloff 1996 ; Allendorf et al. 2001)。この場合、他の地

域個体群から移植された倒体は交雑により在来個体群の
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存続に悪影響を及ぼす事から立派な外来種であると言え

る (Allendorfand Luikart 2007)。
こうして見て行くと、外来種の分類学的カテゴ1)ーは

決して種に限定されたものではなく、在来種との関係に

おいて相対的に定義されるものである事がわかる。本稿

で述べる近縁外来種とは自然界において在来種と交雑の

可能性を持つ非在来の個体群を指すものであり、分類学

的には種から地域個体群までの幅広いカテゴリーに桔当

する O なお、本稿は著者らの研究対象が魚類である事か

ら必然的に魚類を中心とする話となったが、近縁外来種

と在来種の交雑は決して魚類に限った現象ではなく、他

の分類群においても早急の対応が迫られている問題でも

ある(Rhymerand Simberloff 1996 ; Allendorf et al. 2001 ; 

鷲谷・村上 2002b)。

近縁外来種と在来種の交雑パターン

近縁外来種との交雑が在来種に与える影響は Fl雑種

における妊性の有無により遺伝子浸透を伴わない交雑

(nonintrogr巴ssivehybridization) と遺伝子浸透を伴う交雑

(introgressive hybridization) に大別される (Rhymerand 

Simberloff 1996)。前者の場合、 Fl雑種に妊性がないため

在来種と雑種の識別は可能であるのに対し、後者の場合、

時間の経過に伴い両者の境界は不明瞭になる事ーから、形

態と遺伝子のいずれにおいても両者の識別は悶難である O

このため遺伝子浸透を伴う交雑は、遺伝的撹乱 (genetic

disturbance) ないしは遺伝的汚染 (geneticpollution) と

も呼ばれ、交雑により在来種が持つ進化的背景とも雷え

る遺伝的特徴が失われるという特徴がある (Rhymerand 

Simberloff 1996 ; Poteaux et al. 1998)。

Allendorf et al. (2001) は人為的影響による交雑におい

ても自然交雑と同様、遺伝子浸透を伴わない場合 (Type

4) と伴う場合の二つが存在し、遺伝子浸透を伴う交雑は

在来種の存続の有無により、(1)在来種が存続する場合

一広範囲な遺伝子浸透 (widespreadintrogression) (Type 

5) と (2)在来種が消滅する場合 完全な遺伝的混合

(comp1ete admixture) (Type 6)のこつに分けられるとし

た。 Allendorfet al. (2001)はこれら 3タイプの交雑を自

然交雑における 3タイプ (Type1-3) と併せ、交雑の 6タ

イプとした。ここでは人為的影響による交雑である Type

4-6について、在来種の絶滅の有無とそのメカニズムに焦

点を当てて説明する O
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遺伝子浸透を伴わない場合 (Type4 hybridization) 

モツゴ (Pseudorasboraparva) と シ ナ イ モツゴ

(Pseudorasbora pumila pumila) はコイ目コイ科の小型淡

水魚、でいずれも日本在来種である。天然分布はモツゴ

が西日本、シナイモツゴは東臼本と両種の天然分布は

ほぼフォッサマグナを境として分かれている (Watanabe

et a1. 2000)。しかしながら、 20ilU己後半における人為的

移植によりモツゴは分布を全国的に拡大し、逆にシナイ

モツゴの分布は著しく縮小した(細谷 2003)0 シナイモ

ツゴ減少の最大の理由は生息地であるため池におけるモ

ツゴの侵入である(高橋 1997)。シナイモツゴとモツゴ

は実験的に正逆交雑 (reciprocalcrossing)が可能で、ある

ものの、野外においては専らシナイモツゴの雌とモツゴ

の雄の交雑により生じた Fl雑種が優占的に見られると

いう特徴がある (Konishiand Takata 2004a)。この理由と

して、飼育実験における繁殖行動の観察においてモツ

ゴの雄はシナイモツゴの雄に対し優位でAある事と Fl雑

種が不妊である事が挙げられている (Konishiand Takata 

2004b ;小西・高田 2005)。この場合の交雑における特

徴はモツゴ雄→シナイモツゴ雌という交雑の方向性であ

るが、 F1雑種が妊性を持たない事からシナイモツゴの種

としての遺伝的特徴は絶滅まで維持される O 種の存続と

いう観点から見た場合、雑種形成は双方の種にとって繁

殖資源の浪費である。しかしながら配偶子の生産におい

て卵は精子よりエネルギーを要する事から非対称型交雑

(asymm巴trichybridization) においては雌種の方が雄種よ

りも俗体群動態学的影響を受けやすいという特徴がある

(Allendorf and Luikart 2007)。モツゴの侵入により最終的

にシナイモツゴが絶滅する理由としては、交雑による個

体群動態学的影響に加え、成長並びに繁殖率におけるモ

ツゴの優位性が指摘されている(小西・高田 2005)。な

お、シナイモツゴとモツゴの交雑においては F2以降のtlt

代の存在が報告されている個体群もあり (Kogaand Goto 

2005)、Flにおける交雑不和合性 (cross-incompatibility)

の程度に地域伺体群間で差が存在する可能性も考えられ

るo Type 4の交雑による在来種の絶滅の例としては他に

カワマス (Salvelinusfontinalis)の侵入によるブルトラウ

ト (Salvelinusconfluentus)の絶滅 (L巴aryet al. 1993)、北

米産ミンク (Neovisonvison)の導入によるヨーロッパミ

ンク (Mωtelalutreola)の絶滅を挙げる事ができ、後者に

おいてはモツゴ2種の場合と同様、交雑に方向性があり

非対称型交雑である事が知られている (Rozhnov1993)。
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遺伝子浸透を伴う場合一在来種は存続 (Type 5 

hybridization) 

カワマスはサケ目サケ科に属する北米原産の淡水魚で、

日本には 1902年に導入された。本種は在来種であるイ

ワナ (Salvelinusleucomaenis) と自然交雑する事から、長

野県大正池等において問題となっている(上高地イワナ

問題研究会 1982)。カワマスとイワナの F[雑種において

は雑種強勢が存在し、野外においてはカワマスと雑種の

雄が頻繁にイワナの繁嫡活動に参加する事が知られてい

る(北野 2002)。このためカワマスとイワナの交雑には

方向性並びに在来のイワナ個体群に対する遺伝子浸透が

存在する。しかしながら、民し交雑 (backcross) を含む

F2以降においては生存率と妊性の低下といった雑種崩壊

(hybrid breakdown)が存在し (Suzukiand Fukuda 1971)、

またカワマスはイワナと比べ生息域がより上流域に限定

される事から、イワナ個体群は絶滅までには主らないと

されている(北野 200針。この場合の交雑においてはあ

る程度の遺伝子浸透は存在するものの、 F2以降における

雑種崩壊の存在、マイクロハピタットにおける近縁外来

種と在来種の分布様式の違いにより在来種は存続するも

のと考えられる O

遺信子浸透を伴う場合一喪来種は絶滅 (Type 6 

hybridization) 

タイリクパラタナゴは 1940年代に中国からソウギョ

(Ctenopharyngodon idellus)等の四大家魚、に混じり偶然

日本に持ち込まれたものであり(中村 1955)、本種は戦

後、沖縄県を除く日本全土に分布を拡大した。タイリク

パラタナゴの分布の拡大と平行して在来亜種であるニッ

ポンパラタナゴは激減し、本州と四国ではごく一部のた

め池を除き絶滅したとされている(河村 2003a)。タイリ

クパラタナゴの侵入によるニッポンパラタナゴ絶滅の最

大の理由は両者の交雑とされ(長田 1980)、実際、タイ

リクパラタナゴの寝入によりニッポンパラタナゴが絶滅

した生息地の多くは交雑個体が優占する状態となってい

る (Kawamura巴tal. 2001) 0 Typ巴6の交雑の最大の特徴は、

在来種が絶滅した後、交雑個体が優占する雑種群 (hybrid

swarm) になる事である (Allendorfand Luikart 2007)。こ

のタイプの交雑の成立条件としては先程の Type5の交雑

と同じく、交雑の方向性と F[における妊性の存在が挙げ

られており、交雑個体の適応度が両親種より低い場合で

も生じうるとされている (Allendorfet al. 2001) 0 Type 6 

の交雑の例としては他にマガモ (Anasplatyrhynchos) と

ニュージーランド産マミジロカルガモ (Anassuperciliosα) 
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の交雑 (Rhymeret al. 1994)、ニジマス (Oncorhynchus

mykiss) とカットスロートトラウト (Oncorhynchus

clarkii)の交雑 (Allendorfand Leary 1988) を挙げる事が

できる。前者の場合、在来種であるマミジロカルガモは

交雑により既に全滅し、在来種に代わり交雑種の保護を

検討する段階にまで達している (Allendorfet al. 2001)。

遺伝子浸透を伴う交雑における

在来種絶滅のメカニズム

Allendorf et al. (2001) が挙げている 3タイプの交雑

において在来種の絶滅を生じるのは Type4と6である

が、両者は絶滅のプロセスにおいて大きく異なる。 Typ巴

4の場合には不妊雑種の形成における繁殖資源の浪費と

いった個体群動態学的影響により在来種は次第に減少し

て行くのに対し、 Type6の場合は遺伝子浸透の進行に伴

い在来種の遺伝的特徴が失われ、必然的に消滅して行く

(Allendorf and Luikart 2007)。著者らは Type6の交雑にお

ける在来種絶滅のプロセスとそのメカニズムを明らかに

するため、タイリクパラタナゴとニッポンパラタナゴを

材料に研究を行っている。本稿では、(1)交雑による個

体群の遺伝的特徴の変化、 (2)配偶行動における交雑の

方向性の有無、(3)遺伝子型の違いによる適応度の違い

の3点について調査分析を行い、これまで明らかになっ

た事について紹介する。

野外個体群の遺伝的特徴

交雑個体群における遺伝子分析 (mtDNAのPCR-RFLP

分析と RAPD-PCR分析)と形態分析の結果から、タイリ

クパラタナゴの侵入が古い交雑個体群はタイリクパラタ

ナゴの遺伝子の浸透度が高いだけでなく、タイリクパラ

タナゴの形態的特徴を強く持つ事がわかった (Kawamura

et al. 2001)。また奈良県内の交雑個体群においてマイク

ロサテライトによる集団解析を行ったところ、タイリク

パラタナゴの侵入から 20年以上経過した個体群において

はいずれもハーデイ・ワインベルグ平衡 (Hardy-Weinberg 

equilibrium) が成立しているだけでなく(三宅ほか

2007)、連鎖平衡 (gameticlinkag巴 equilibrium) (Allendorf 

and Luikart 2007)の状態に達している事も明らかとなっ

た(三宅・河村未発表)。

遺f云子浸透と配偶様式

タイリクパラタナゴの侵入によるニッポンパラタナゴの

絶滅様式並びに個体群の遺伝的特徴の変化を見るため、ニ
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~1 野外実験池におけるバラタナゴの遺伝子製頻度の経年変化。

遺伝子型の判定において、すべての座において交雑が認めら

れない個体をニッポンバラタナゴないしはタイリクバラタナ

ゴ、すべての座において両亜種の対立遺伝子がヘテロで見ら

れる個4本を Flとした。 K:ニッポンパラタナゴ:0:タイリ

クパラタナゴ:Fl : Fl交雑個体:F2 : F2以降の交雑僧体(戻

し交雑を含む)。括弧は mtDNAのハプロタイプを表す。

表 1 野外実験池のパラタナゴ集聞の遺伝子分析において用い

た{子魚の個体数 (n) (実験開始は放流に用いたニッポンバ

ラタナゴとタイリクバラタナゴの成魚を分析)。遺伝子裂の

推定は、 mtDNAのハプロタイプ分析 (Kawamuraet al. 2001) 

とマイクロサテライト 7座 (Rser01，Rser02， Rser03， Rser05， 

Rser07， Rser09， Rser10) (Dawson et al. 2003)の分析により行

った。 K・ニッポンパラタナゴ:0:タイリクパラタナゴ。
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図2 野外実験池におけるバラタナゴ、仔魚の主成分分析の結果。ニッポンパラタナゴ雌雄各 50個体、タイリクバラタナゴ縦

雄各 5個体を放流した人工池において、マイクロサテライト 7疫の遺伝子情報を基に GeneALEx6.1 (Peakal1 and Smouse 

2006)により主成分分析を行ったもの(実験開始は放流した成魚を分析)0K:ニッポンパラタナゴ:0:タイリクバラタナゴ;

Fl : Fl交雑個体:F， : F，.I2lぷ径の交雑個体(戻し交雑を含む)。括弧は mtDNAのハプロタイプを表す。
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図 3. 野外実験池のパラタナゴ個イ本群におけるニッポンパラタナ

ゴの悶有対立遺伝子の頻度変化。 MtDNAはmtDNAのハプ

ロタイプを、 Rser02、Rser03、Rser10はマイクロサテライト

の各座を表す。

ツポンパラタナゴ(大阪産)雌雄各 50倒体とタイリクパ

ラタナゴ(栃木産)雌雄各5個体を放流した人工池におい

て、仔魚、の遺伝子型並びに遺伝子頻度の変化を 5年間追跡

した。遺伝子型の推定は mtDNAのハプロタイプ分析とマ

イクロサテライト 7座の分析により行った(表 1)。その

結果、(1)交雑個体の頻度は年々増加しニッポンパラタナ

ゴは実験開始から 2年後に全滅したが、タイリクパラタ

ナゴは 5年目においても低頻度で認められた(図1)、 (2)

交雑個体の遺伝子型は年の経過と共にタイリクパラタナゴ

に近づく傾向が見られた(図 2)、(3)ニッポンパラタナ

ゴの田有対立遺伝子頻度は年々減少し、 mtDNAのハプロ

タイプ並びにマイクロサテライトの各座において 5年間で

40%以下となった(図 3)の3点が確認された。

次に個体群全体における配偶様式を見るため、近交係

数Cinbr巴巴dingcoefficient) と連鎖不平衡指数について見

たところ、(1)最初の 2年間はホモ過剰が認められたが、

3年目以降はハーデイ・ワインベルグ平衡が継続して成

立(図 4)、(2)連鎖不平衡は l年自においてはタイリク

パラタナゴの頻度増加により、いったん上昇したが2年

目以降は下降が続き、最終的にはほぼゼロとなった(図5)。

タイリクパラタナゴとニッポンパラタナゴの問におけ
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凶4 聖子外実験i也のパラタナゴ個体群における近交係数 (F，心の

変化。 F，sはマイクロサテライト 7座の情報を基に Genepop

3.4 (Raymond and Rousset 1995)により推定。*はハーデイ・

ワインベルグ平衡からの有意差の程度を表す(料p< 0.01， 

*p < 0.05)。

る配偶様式を見るため、実験 l年目の F，について任意

交配の有無について検定を行ったところ、交雑個体の出

現頻度が期待値よりも有意に高い事がわかった (Fisher's

exact t巴st，P < 0.001)。しかしながら、 FIのmtDNAのハ

プロタイプ頻度において亜種間で有意差は見られず、交

雑の方向性は認められなかった (Fish巴rヲsexact test， P > 
0.05) (図1)0

配偶行動における交雑の方向性の有無

配偶行動におけるパラタナゴ2亜種間の交配前摘離の

程度を見るため、水槽内における繁殖行動の観察を行っ

た。パラタナゴのベア産卵は他のタナゴ類と同様、雌に

対する雄の誘導から雌雄の放卵放精に至る一連の連鎖

した行動から成る事が知られており (Wiepkema1961 ; 

Kanoh 1996) (函 6)、亜種閣での各組合せについて、雌に

対する誘導のうち放卵放精に至ったものの割合をペア産

卵における繁殖成功率として調べた。その結果、亜種間

での組合せにおける繁殖成功率は正逆いずれの紐合せに

おいても同亜種を用いた場合の 113~ 112となり、パラタ

ナゴ2亜種間ではある程度の交配前調離が存在する可能

性が示唆された (one-wayANOVA， P < 0.05) (表2)。なお、

雌に対する雄の誘因行動の回数についてみると、亜種(雌)

の違いによる有意差はいずれの亜種(雄)においても認

められなかった (one-wayANOVA， P > 0.05)。繁殖行動

における失敗は主に雄の求愛行動 (disp1ay) から頭下行

動 (head-down) の聞における雌の離脱であり、その理由
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認められなかった (p>0.05)0 A.マイクロサテライト問、 B マイクロサテライトと mtDNA。
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誘導行動
(Leading) 

放精行動
(Skimming) 

産卵行動
(Touching) 

函 6 バラタナゴの産卵行動(ペア産卵)。

として求愛行動における雄の背鰭の fanning回数とその回

数に対する雌の選好性 (prefer巴nce) が亜種間で異なる事

が考えられた(加納未発表)。

次に配偶行動における交雑の方向性の有無を見るため、

パラタナゴ2亜種の雌雄を混在させた状態で各組合せに

おけるべア産卵の頻度(放精行動の頻度)を調べた。そ

の結果、表 2のベア産卵における成功率と同様、亜種間

でのベア産卵の頻度は正逆共に亜種内の 113~ 112となり、

パラタナゴ2亜種間においては配偶行動における亜種認

識の存在が示唆され、交雑の方向性は全く認められなか

った (Fisher'sexact test， P > 0.05) (表 3)。なお、配偶行

動における亜種間での雄間競争の有無について調べてみ

たところ、放精行動の自数において亜種間並びにサイズ
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表2 ペア産卵におけるバラタナゴ2車種の間での繁殖成功率の

違い(繁殖成功率=放卵放精行動の回数/雄の誘導行動の回

数)040Q 水槽に成熟した雌雄各 I個体とドブガイ(産卵器質)

l個体を加え、VTRによる 1時間の行動観察を 4随行った(実

験は毎回、異なる個体を使用)0K ニッポンバラタナゴ(大

阪産):0:タイリクパラタナゴ(栃木産)。

z' x ♀ 繁殖成功率(平均土標準偏差) (%) 
K K 31.3土 3.2

O O 35.3 :t 4.5 

K O 11.1 :t 2.8 

O K 13.6 :t 3.0 

表3. バラタナゴ2亜稜の混在状態、における亜稜間での産卵行動

(放卵放精行動)の頻度 (%)00.5t水槽にパラタナゴ2:rJE:穏

(各2ペア)、ドブガイ(産卵恭賀)2個体を加え、 VTRによ

る6時間の行動観察を 2回行った(実験には毎回、異なる倒

f本を使用)0K:ニッポンバラタナゴ(大阪産): 0 タイリ

クパラタナゴ(栃木産)。

♂ × ♀ l回目 (n) 2回目 (11) 平均

K K 31.3 (20) 33.3 (22) 32.3 

O O 43.8 (28) 33.3 (22) 38.5 

K O 12.5 (8) 12.1 (8) 12.3 

O K 12.5 (8) 21.2 (14) 16.9 

の違いによる有意差は見られなかった (Friedmantest， P > 
0.05) (図 7)。

遺伝子型の遣いによる適応度の遣い

パラタナゴ2亜種間における交雑後の生殖的結離の程

度を見るため、雌の繁殖特性、鮮化率、生存率の 3項目

について飼育実験による適応度の調査を行った。その結
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図7. 耳目重問並びにサイズの違いによる配偶行動(放精行動の

回数)の違い。 60e 水槽にパラタナゴ2!A種の放各 2個体、

ニッポンバラタナゴの雌 2個体、ドブガイ(産卵基質)21弱

体を加えた状態で、 VTRによる 3時間の行動観察を 5凶行

った(実験は毎回、異なる儲体を使用)。棒グラフ上の不等

式はサイズの順位を表す。 K:ニッポンパラタナゴ :0 タ

イリクノすラタナゴ、。

果、タイリクパラタナゴは雌の繁殖率(一回の産卵にお

ける産卵数xー繁殖期における産卵回数)においてニッ

ポンパラタナゴに勝るだけでなく、適応度(繁殖率 x~/lf

化率×生存率)も高い事が明らかとなった(表4、5) (t 

検定，P < 0.05)。また、人工授精により作出した F¥交

雑個イ本(タイリクパラタナゴ[♀] xニッポンパラタナ

ゴ[♂])の適応度はニッポンパラタナゴをかなり上回っ

たが (t検定，P < 0.01)、タイリクパラタナゴを超える

事はなかった (t検定， P> 0.05) (表 5)。したがって、

パラタナゴ2亜種の交雑においては雑種崩壊と雑種強勢

のいずれも存在しない可能性が示唆された。

パラタナゴ2亜種の交雑のメカニズム

野外実験池におけるパラタナゴ2亜種の混合飼育実験

の結果(図 1~ 3) を中心にパラタナゴ2亜種聞におけ

る交雑のメカニズムについて考察する O

実験 1年目において交雑個体 (F¥) の出現率が任意交

配の期待値よりも高く、 F¥において mtDNAのハプロタ

表4 バラタナゴの亜種間における雌の繁殖特性の遠い。 0.5t1J( 

槽にバラタナゴ2亜種(各4ペア)、ドブガイ(産卵基質)4 

個体を加え、 2ヶ月間 (2003/5/1~ 7/31)各雌俄体について

産卵管の計測を行った。産卵管の長さが最長の日を排卵白と

し、 1回目の排卵から最後の排卵までの問を産卵期間とした。

K:ニッポンパラタナゴ:0:タイリクバラタナゴ。

排卵周期 産卵期の長さ 産卵期におけ

(臼日) る排卵回数
亜種 産地

K (a) 大阪

O (b) 栃木

比 (b/a)

27.0土 12.0

85.0 :t 6.7 

3.15 

11.0 :t 3.6 

5.9 :t 0.5 

0.54 

3.7 :t 1.4 

15.0 :t 1.3 

4.05 

イプ頻度に有意差が見られなかった事はパラタナゴ2亜

種間における交雑率は高いものの、この時点においては

交雑の方向性は存在しない可能性を示唆している(図1)。

この結果は配偶行動において亜種間である程度の生殖的

問離が見られた事(表2、3) と矛盾するが、この理由と

して亜種間での個体数の違いが亜種間での配偶を促した

可能性が考えられる。同所的に存在する近縁種間におい

て個体数が著しく異なる場合、個体数の少ない種(亜種、

地域個体群を含む)は同種との記偶確率が低いため、配

偶行動において他種を選択する様になり、交雑率が上昇

する事は多くの種において報告されている (Rhymerand 

Simberloff 1996)。パラタナゴの場合、実験開始時におけ

るタイリクパラタナゴの割合は 9%と低く、同様の理由

により交雑率が上昇した可能性は高いと考えられる。(国

1)。また、タイリクパラタナゴの雌における繁殖率の高

さも交雑個体の頻度増加に寄与している可能性は極めて

高い(表4、5)0 しかしながら、ここで注目すべき点は

実験 1年自においてはハーデイ・ワインベルグ平衡から

の逸脱だけでなく連鎖不平衡の上昇も認められた事であ

る(閤 4、5)。連鎖不平衡の上昇は同系交配の頻度上昇

により生じる事が知られており (Temp1eton2006)、パラ

タナゴ2亜種において見られた上昇は、実験 l年目にタ

イリクパラタナゴの頻度が上昇した事によると考えられる

(図1)0 この結果はパラタナゴ2亜種間で交雑は生じるも

のの必ずしも任意交配ではない事を示している(図的。

表5. バラタナゴ2亜種の間における僻化率(%)と生存率(%)の違い(生存率:BiJf化個体数に対する生存個体の割合)。実験は人

.9t種 n 

工授精により行った (Kawamura2005) 0 K :ニッポンパラタナゴ:0:タイリクバラタナゴ。

親魚のサイズ パッチ

(TL，mm) サイズ
産地

大阪

栃木

K:大阪

0:栃木

97 42.5土 5.9

48.9土 6.0

K 

O 

交雑個体

(o[♀] X K[♂]) 

216 

76 46.2土 9.5
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産卵数 1隊化率(%)
y]lf化後の生存率(%)
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33.5 :t 33.6 

60.7 :t 40.1 

30日 120日

14.8 :t 24.0 0.9 :t 0.3 

36.1 :t 39.5 7.1 :t 1.9 

35.0 :t 19.7 7.5 :t 0.6 

n
y
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4

0

6

〆
O
今

3

今

コ 13.4 :t 8.4 61.5 :t 28.0 



近縁外来種との交雑による在来種の絶滅

実験2年目以降、ニッポンパラタナゴはほぼ絶滅し、

交雑倍体が寡占的な状態となったが(図1)、ニッポン

パラタナゴの早期絶滅の理由としてタイリクパラタナゴ

における繁殖率の高さに加え、雑種における妊性の存在

と適応度の高さが大きく挙げられる(表 5)。また実験3

年日以降における連鎖平衡とハーデイ・ワインベルグ平

衡の成立についてはニッポンパラタナゴの絶滅に伴う交

雑個体の増加により配偶行動における交配前隔離が消失

し、任意交配の状態に達した可能性が高い(函 4)。なお、

交雑個体が寡占的になった実験3年百以降においても

mtDNAとマイクロサテライトの各座においてタイリクパ

ラタナゴの遺伝子浸透が継続して見られた事は(図 2、3)、

雑種強勢が存在しない状況下でのタイリクパラタナゴと

の戻し交雑によるものと考えられる(表 5)。

以上の事からタイリクパラタナゴの侵入によるニッポ

ンパラタナゴの絶滅は、タイリクパラタナゴの繁殖率の

高さに加え、交雑個体における妊性の存在と適応度の高

さの 3つが主な要国であると考えられる。また、ニッポ

ンパラタナゴ絶滅後の交雑個体群におけるタイリクパラ

タナゴの遺伝子浸透の継続は、雑種強勢が存在せず、雑

種とタイ 1)クパラタナゴの戻し交雑によるものと推測さ

れる。実際、交雑年代の古い野外集聞において見られる

タイリクパラタナゴの対立遺伝子頻度の高さは、パラタ

ナゴ2亜種の交雑における方向性並びに遺伝子浸透の存

在を強く裏付けている (Kawamuraet al. 2001)。

Type 6の交雑において必ずしも雑種強勢を必要としな

い事は Allendorfand Luikart (2007) により指摘されてい

るが、パラタナゴ2亜種の交雑の特徴として挙げられる

のは交雑の方向性の決定様式である。交雑の方向性の決

定要因としては、モツゴとシナイモツゴの交雑に見られ

る様な雄における異種間競争(小西・高田 2005)や配偶

者選択における雌の優位性 (Wirtz1999)が挙げられてお

り、これらの多くは種間での個体数の偏り、すなわち密

度効果 (densityeffect) によるものとされている (Avise

and Saunders 1984)。パラタナゴの場合、配偶行動におけ

る不完全な交配前隔離にもかかわらず交雑偲体が高頻度

で出現する事はこれらと同様、密度効果によるものと考

えられる。しかしながら、パラタナゴ2亜種の交雑の特

慨は交雑の方向性が交雑の開始時点では存在しないのに

対し、ニッポンパラタナゴ絶滅後の雑種世代において出

現する事である。この事は交雑の方向性が従来指摘され

てきた様な近縁外来種と在来種の聞における雌雄の交配

様式の違いではなく (Wirtz1999)、遺伝子裂における適

応度の違いにより生じる事を意味している。
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Type 6の交雑の最大の特徴は最終的に個体群が hybrid

swarmの状態となり、在来種は鏑々の遺伝子だけでなく

ゲノムレベルにおいて絶滅するという genomicextinction 

(Epifanio and Philipp 2001)が生じる事である。野外にお

けるパラタナゴの交雑個体群はいずれも hybridswarmの

状態を強く示しているが、パラタナゴの場合、特徴的と

されるのは野外における交雑倍体群が形態と遺伝子組成

のいずれにおいてもタイリクパラタナゴの特徴を強く持

つ傾向が認められる事である (Kawamuraet al. 2001)。こ

の理由として先程述べた雑種強勢が存在しない事が挙げ

られるが、ここで謎とされるのは遺伝子によって浸透度

が大きく異なる事である。例えば mtDNAは遺伝子の中

でも浸透度が高く、交雑の進行に伴い完全にタイリクパ

ラタナゴのハプロタイプに置換される傾向が強い事が知

られている (Kawamuraet al. 2001 ;三宅ほか 2007)。この

現象が mtDNAの中立性を前提とした場合、核ゲノムと

比べた有効集団サイズの違いによる mtDNAの遺伝的浮

動の受けやすさ (Takahataand Slatkin 1984) だけによるの

か、あるいは対立遺伝子商での適応度の違い (Ballardand 

Kreitman 1995 ; Dowling et al. 2008) により生じるのかは

興味の持たれる問題である。 Type6の交雑に限らず、交

雑における遺伝子聞での浸透様式の違いは近年多くの分

類群において明らかとなっている (Avise2004)。この現

象の解明においては進化モデルをベースとした飼育実験

と交雑個体群の動態シミュレーションにより、遺伝子レ

ベルで適応度が遺伝子浸透に与える影響を考察する必要

があると思われる。

外来種問題と希少種問題

近縁外来種と在来種の交雑が遺伝子浸透の有無にかか

わらず在来種の大幅な減少ないしは絶滅を生じる問題

は、これまで動植物の多くの分類群において報告されて

いる(Rhymerand Simberloff 1996)。この事から近縁外来

種の問題は外来種問題であると同時に希少種問題の一つ

であると言う事ができる。 Type4の交雑の場合、形態と

分子マーカーの併用により交雑個体ないしは近縁外来種

の判定が可能である事から、交雑個体の除去による在来

種の保護は可能である (Spruellet al. 2001)。しかしなが

らTyp巴5と6の交雑の場合、民し交雑により個体の表現

型が在来種と近縁外来種の間で連続的になるだけでなく、

近縁外来種の遺伝子浸透の程度も個体により大きく異な

る事から、遺伝子浸透が進んだ、個体群においては形態と

遺伝子のいずれにおいても在来種の識別は難しく、保護
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はほぼ不可能である (Beaumontet al. 2001)。この事から

近縁外来種による遺伝子浸透は在来種の保護における最

も困難なi環害となっている (Allendorfand Luikart 2007) 0 

ニッポンパラタナゴの場合、比較的健全な状態で残っ

ているのは九州中北部の個体群であるとされている(河

村.2003a ; Kawamura 2005)。しかしながらアロザ、イム分

析等により九州におけるタイ 1)クパラタナゴの存在は

1990年代前半に確認されており (Nagataet al. 1996)、ニ

ッポンパラタナゴの九州個体群はタイリクパラタナゴの

侵入に脅かされた状況にある(鬼倉ほか 2007)0パラタ

ナゴ2車種は形態が措似するものの側線有孔鱗数のモー

ドが大きく異なり(中村 1969)、交雑個体の側線有孔鱗

数は両者の間に位置する事が知られている(長田・立脇

1987)0三宅ほか (2008) は九州地方におけるタイリクパ

ラタナゴの侵入の実態を明らかにするため、 1ftij線有孔鱗

数と mtDNAのハプロタイプについて調査を行ったとこ

ろ、全体の約 4割の個体群においてタイリクパラタナゴ

のmtDNAを確認し、各個体群におけるタイリクパラタ

ナゴの mtDNAのハプロタイプ頻度と側総有孔鱗数の平

均値の間に極めて高い正の相関がある事を明らかにした。

魚類において側線有孔鱗数は複数の量的形質遺伝子座

(quantitative trait 10cus ・QTL)により支配された形質であ

る事が知られている (Nicho1set al. 2004) 0パラタナゴの

個体群において外来亜種の遺伝子の浸透度と側線有孔鱗

数の問に高い相関が見られた事は、(1)量的形質を指標

とする事により個体群内における遺伝子浸透の有無だけ

でなく浸透度も推定可能、 (2)小数の量的形質の調査に

より間接的に複数の遺伝子座の調査が可能、 (3)遺伝子

分析と比べ簡便かっ安価な方法で近縁外来種の寝入を高

い確率で判定できる事を示している。

遺伝子浸透を伴う近縁外来種の侵入において、遺伝子

浸透が進んだ、個体群における近縁外来種と交雑個体の完

全除去はほぼ不可能で、ある事から (Beaumontet al. 2001)、

こうした個体の早期発見は在来種の保護において極めて

重要で、ある。量的形質を用いた三宅ほか (2008) の判定

手法は統計的に遺伝子浸透の有無を検討するものであり、

個体レベルでの判定には若干精度に欠くものの、近縁外

来種の侵入のモニタリングにおいては即戦力のある優れ

た手法である。本手法による近縁外来種と交雑個体の早

期発見は在来撞の保護における水捺作戦とも言うべきも

のであり、こうした判定技術による近縁外来種の侵入防

御は今後、他の生物においても検討していく必要がある

と思われる O
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おわりに

外来種駆除は大きく撲滅と制御に分ける事ができ、撲

滅は外来種を防除対策地域から完全に排除する事である

のに対し、制御は撲滅が閤難な場合、環境への影響が許

容できる程度にまで個体数を減らす事である(松沢・瀬

能 2008)。しかしながら外来積の駆除は後者においても

決して容易な事ではなく、その理由として生物学的要因、

技術的要因、経済的要因、政治的要因の大きく 4つが挙

げられる。生物学的要因はその種の持つ分散能力、繁殖

力と言った生物学的特性による駆除の難しさであり、技

術的要国は生物学的要因とも大きく関係する駆除技術の

開発の難しさである(日本生態学会 2002)。経済的要因

とは駆除に要するコストの問題であり(山田 2006)、政

治的要因とは駆除の実践に当たって行政と地域住民の開

でコンセンサスを得られるかどうかと言った社会的な問

題である(渡議 2007)。

交雑を伴う近縁外来種の駆除においては、近縁外来種

だけでなく交雑儲体も駆除の対象となり、撲滅の成否

はこれらの早期発見に掛かっていると言っても過言で

はない。例えば和歌山におけるタイワンザル (Macaca

cyclopis) とニホンザル (Macacαルscata)の交雑倒体の駆

除に見られる様に、個体の繁殖力がさほど高くなく形態

で在来種と非在来種(近縁外来種+交雑個体)の識別が

容易な場合は早期発見により撲滅は比較的可能で、ある(仲

谷・前JII2002 ;渡遺 2007)0 しかしながら、タイリクパ

ラタナゴ(長国 1980) の様に繁殖力が高いだけでなく遺

伝子浸透も早い種においては非在来種の撲滅は様めて閤

難である O この場合、駆除の方法には二つあり、一つは

その個体群全体を交雑個体群と見なし撲滅の対象とする

もの、もう一つは形態ないしは遺伝子の分析により、非

在来種である事が確実な個体のみを選択的にその個体群

から除去して行き、最終的に個体群を在来種のみの状態

に戻すというものである O どちらの方法が適切で、あるか

は状況により異なる。非在来種の拡散訪止を目的にする

のであれば前者の方が寝れているが、カットスロートト

ラウト (Allendorfet al. 2004) のように在来種が絶滅に近

い状況下では、後者を選択せざるを得ない場合もありう

る。しかしながら、後者の方法は前者に比ベコストと労

力を要し、成功例はほとんど存在しない。また、撲滅が

困難な非在来種の駆徐において、近隣に在来種が生息す

る場合には、非在来種の個体数抑制と拡散防止だけでな

く、在来種を非在来種の侵入から守るための方法も検討

する必要がある(松沢.i額能 2008)0



近縁外来種との交雑による在来種の絶滅

このように外来種対策の立案においては対象種の生物

学的特性だけでなく対象種を取り巻く状況についても考

慮する必要がある事がわかる。また、駆除の実施におい

てはかなりの人手と費用を要するため、駆除対策につい

て一般の理解を得る事は対策の立案と並び重要な作業で

あり、対策事業の成否を決する大きな要因でもある(山

田 2006;渡遺 2007)0アライグマ (Procyoncoypus) (池

田 2002) やアフリカマイマイ (Achatinaル!ica) (冨山

2002) の様に食害と言った形で、人間の経済活動に対し損

害を与える種においては、駆除の意義は自明であり一

般大衆に比較的理解されやすい。これに対し、近縁外来

種と在来種の交雑が人間の社会活動に与える影響につい

ては、アカイエカ (Culexpipens) の種間交雑 (Couzin

2004) の様な一部の例を除き、まだよくわかっていない

のが現状であり、交雑ザルの駆除に見られる様に駆除に

ついての一般理解を得るのは中々容易でないのが現実で

ある(村上・大井 2007)。

近縁外来種と在来種の交雑は決して一在来種の絶滅に

留まるものではない。近年、動植物における交雑によ

る侵略性加速の可能性が指摘されており (Ellstrandand 

Schierenbeck 2000 ; Arnold 2006)、この問題は人間への

影響を含めた在来の生態系を激変させる危険性を苧ん

でいる。この事から交雑を伴う近縁外来種の問題は、今

日地球的規模で問題になっている biotichomogenization 

の阻止、生物多様性の保全の点からも極めて重要であ

ると言う事ができる (Chapinet al. 2000 ; McKinney and 

Lockwood 1999)。近縁外来種研究の今後の諜題としては、

入念な野外調査と分析による交雑の実態解明と平行して、

この問題への社会的理解の促進と防除に向けた万全な対

策の立案が重要かと思われる。
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