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Masaki Nishio穴TomonoriKawamoto, Ryosuke Kawakami, Yasu戸ikiHata, Kaneaki Edo 
and Yuji Yamazaki. 2017. Microhabitat use by the endangered Itasenpara bitterling 
Acheilognathus longipinnお（Cyprinidae)during the spawning season in the Moo River, 
Toyama, Japan. Japan. J. lchthyol., 64(1): 25-30. 

Abstract The Itasenpara bitterling Acheilognathus long伊innisis a small Japanese 
cyprinid fish distributed on plains in the Toyama, Noubi and Osaka regions. Because 
populations of the bitterling have been declining, the species has been recognized as 
“threatened”in the 2016 IUCN Red List and included as a critically endangered species in 
the Red List of Threatened Fishes, compiled by the Ministry of Environment of Japan. 
Because an understanding of the reproductive ecology of the sp即時s,especially spawning 
habitat, is essential for白旬reconservation of Itasenpara bitterling, observations were 
conducted during the spawning season in the Moo River (Rimi City, Toyama Prefecture, 
Japan), so as to clarifシtheutilisation of host mussels and determine the appropriate 
microhabitat for spawning. Many reproductive groups were found in both lotic and lentic 
environments. Whereas spawning individuals often selected microhabitats of water depth 
200 300 mm and current velocityく25mm/s, non-reproductive groups were found only in 
the lentic environment, where both school formation and feeding behaviour were observed. 
Feeding occurred mainly in microhabitats of water depth 500 mm and current velociザく25
mm/s. Thus, the observations indicated that Itasenpara bitterling in the Moo River require 
shallow and deeper water microhabitats as spawning and feeding grounds, respectivel子

*Corresponding author: The Board of Education in Himi City, 1060 Kurak，例~a, Himi, 
Toyama 935-8686, J.αpan (e-mαii: masaki.nishio@city.himi.lgjp) 

イタセンパラル仰向仰innおは，淀

川水系，木曽川水系および富山県氷見市の

万尾川水系にのみ生息するコイ科タナゴ亜科

(Cyprinid民 Acheilognathinae）に属する日本固有の

純淡水魚で，他のタナゴ類と同様に，生きた淡水

二枚員の鯨内に卵を産み込む特徴的な繁殖生態を

有する（河村， 2011）.本種は 9-10月の秋季に繁

殖し（Nishioet al., 2015），雄がイシガイ科二枚員

の出水管に吻端を向け逆立ち姿勢をとる「員覗き」

(Fig. 1）を行い，二枚貝の周囲に縄張りを形成し

て，雌を縄張り内の貝に誘導し産卵させる（長田

ほか， 1984；上原， 2007）.タナゴ類の中では最

も体が薄く側肩して体高が高いことが報告されて

いる（長田， 2001）.本種はこれらの特徴的な分

布や生態および形態を示し，学術上の価値が高い

ことから国指定天然記念物（1974年，文化庁）
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Fig. 1. Male head-down posture of ltasenpara bitterlmg 

in the Moo River (Toyama Prefecture). Unio douglasiae 

nipponensis is indicated by a white arrow. 

に指定されるとともに，個体数の減少が著しいこ

とから圏内希少野生動植物種（1995年，環境省）

にも指定され，採集や飼育等が規制されている．

また，各生息地において，行政機聞を中心に保護

増殖のための事業が実施されているものの，淀川

水系および木曽川水系については，十分に個体数

が回復していない状況にある（河合， 2011；池谷

ほか， 2012）.一方，氷見市の万尾川｜水系におい

ては，毎年多数の個体が確認されている（西尾，

2016). 

本種の生態に関しては，前期仔魚の発達には冬

季の低水温が必要であること（Ueharaet al., 

2006）， 産卵母員としてイシガイ Uniodouglasiae 

nipponesisを高頻度で選択するとと（上原，

2007），体長約 40mmとなり越冬すること（北村・

西尾， 2010）等の知見が報告されているが，いず

れの報告も人工保護池や室内水槽等の生息域外に

おいて得られたものである．一方，生息域内にお

ける生態的知見として，小川（2008）は，淀川水

系に生息する本種がワンドやたまり等の止水的環

境を繁殖期に利用することを報告している．これ

に対して，西尾ほか（2012）は，氷見市万尾川に

おける本種の捕獲調査の結果から，本種が繁殖期

に流水環境を利用する可能性を示唆している．

本研究では，氷見市万尾川に生息するイタセン

パラについて，繁殖期における行動を陸上および

水中から詳細に観察した．同時に，イタセンパラ

の繁殖行動が継続的に観察される河道区聞におい

て，選択的に利用する流速や水深などの微環境特

性を明らかにするととを目的とした．

材料と方法

調査地 調査は富山県氷見市を涜れ， 富山湾に

注ぐ万尾川｜で行われた．万尾川は，水田用水路と

して利用されている川幅約 7mの小規模河川であ

る．河岸は泥で，河床は主に砂や泥で，それぞれ

構成されている．ほとんどの範囲で護岸工事が施

されておらず，ヨシ Phragmitesaustralisやマコモ

Zizania latifoliaなどの抽水植物がみられる．

本調査地には，イタセンパラの他に，在来魚種

としてミナミアカヒレタビラ Acheilognathustabira 

jordani，ヤリタナゴ Tanakialanceolata，タモロコ

Gnathopogon elongatus elongatus，およびナマズ

Silurus asotus等が生息し，国外外来魚種ではオオ

クチパス Micropterussalmoides，カムルチ －

Channa 0宅問およびタイリクパラタナゴRhodeus

ocellatus ocellatusが生息している．また，イタセ

ンパラの産卵基質であるイシガイが生息している．

一連の調査にあたっては，日本魚類学会の「研

究材料として魚類を使用する際のガイドライン」

を遵守し，イタセンパラの産卵行動を妨げること

の無いように陸上からの目視および水中における

ビデオ撮影を実施した．なお，詳しい調査地は本

種の保護のため明らかにしない．イタセンパラは

国指定天然記念物および圏内希少野生動植物種で

あるととから，文化庁および環境省から許可を得

て本調査を実施した．

繁殖期の行動の記録万尾川におけるイタセン

パラの繁殖期の行動を明らかにするために， 2013

年の 10月および 2014年の 9月から 10月の繁殖

期に計 23日間，陸上および水中撮影による繁殖

場所周辺でのイタセンパラの行動を観察・記録し

た．行動の撮影には，防水機能付きコンパクトデ

ジタルカメラ OLYMPUSSTYLUS TG町 2Tough （オ

リンパス社）および CanonPower Shot D30 （キヤ

ノン社）の動画機能を利用した．

物理環境特性 繁殖場所の物理環境特性を明ら

かにするために， 2013年の 10月上旬から中旬ま

での晴天日において，陸上からイタセンパラの雄

が縄張り内の買に対して「員覗き」を行った箇所

を目視にて観察し，その場所を記録した．その後，

縄張りが放棄された夕刻（午後 5時以降）に，そ

の場所の微環境因子として，水深（cm）および

流速（cm/s）を計測した．加えて，本調査区の微

環境特性を明らかにするため， 産卵期の終了後で

ある 11月に調査区の右岸，左岸から各 lm離れ

た場所および中央部を踏査し， 20mの区間の水
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深と流速を 0.5m間隔で計測した．ただし，陸地

化している場所はデータから除外した．なお流速

については，電磁流速言十 VElO（株式会社ケネック）

を用いて，水面から 60%の深さにおける値を採

用した．さらに，同調査区聞において， Sm間隔

で5本の横断線を引き，各横断線上の右岸，左岸

から各 lm離れた場所および中央部に方形区（50

×50 cm）を設置し，各方形区内の二枚員を採集

し，方形区の中央で、水深および流速を計測した．

二枚貝の採集においては，貝内の僻化仔魚に影

響を与えることのないように冬季である 1月に 2

度実施した（西尾ほか， 2012）.ただ し， 陸地化

している場所はデータから除外した．なお，本調

査区間では，秋季および冬季の調査期聞において

物理環境因子の大幅な変化は認められていない

(Nishio et al., 2015）.さらに，イシガイは 14℃以

下の水温条件において，ほとんど移動することが

ないととが報告されている（近藤 ・加納， 1993).

万尾川において，イタセンパラの産卵期が終了す

る 10月末の水温は 15℃を下回る（Nishio巴tal., 

2015）.これらのことから，本種の産卵期の終了

から翌年 1月までの聞における河川環境の大幅な

変化および二枚貝の移動はほとんどないものと

扱った．

データ解析 イタセンパラの雄が 「貝覗き」を

行った箇所の微環境特性を把握するために， 「貝

覗き」を行った箇所の在 ・不在を目的変量とし，

水深と涜速を説明変量としたロジスティック単回

帰分析および Wald検定を行った．なお解析には

R ver. 3.1.2 (http://www.R-project.org/）を用いた．

結 果

繁殖個体と群れ個体 本研究において，繁殖期

のイタセンパラには，イシガイの出水管に吻端を

向け逆立ち姿勢をとる 「員覗き」を行う雄個体（以

下，繁殖個体； Fig.1)が確認された．繁殖個体は，

いずれも明瞭な婚姻色を呈する雄であり，特定の

イシガイを中心に縄張りを形成して，そこに侵入

する他個体に対し 「追い払い」等の闘争行動（長

田ほか，1984）を示 した． 一方，「貝覗き」を行

わず複数個体から成る群れを形成する個体（以下，

群れ個体 ；Fig.2）が確認された．群れ個体にお

いては，婚姻色を呈する雄と雌の混泳が確認され

た．また，他個体に対する「追い払い」等の闘争

行動は観察されなかった．なお，繁殖個体は計

20例，群れは計 21例，それぞれ確認され，群れ

Fig. 2. Schooling ltasenpara bitterling in the Moo River 

(Toyama Prefec旬re).

個体には雄が多く確認された（Fig.2）.また，群

れ個体の雌において，底質の堆積物を吻端で啄む

摂餌行動（小川， 2011）が確認された． 一方，群

れ個体の雄および繁殖個体においては，底質や倒

木の堆積物を吻端で啄む摂餌行動が確認されな

かった．

繁殖個体および群れ形成箇所の微環境 繁殖の

ために 「貝覗き」を行った箇所（n= 20）は，水

深が平均 22.1（範囲： 10.034.0；標準偏差： 7.0)

cm，流速が 4.5 (0.1-19.2 ; 4.8) cm/sであった．

本調査区間（n= 105）は 水深が平均 33.1 (6.0-

77.0 ; 19.6) cm，疏速が 8.6(O. l 20.3 ; 6.5) cm/s 

であった．「貝覗き」を行った箇所の水深および

涜速の分布（Fig.3）は，調査区聞におけるそれ

らの分布とはそれぞれ有意に異なり（Kolmogorov-

Smimov検定，水深： D= 0.490, Pく 001；流速： D

= 0.326, pく 0.05），「貝覗き」は，水深が浅く，流

速が小さい微環境で、行われることが認められた（ロ

ジスティック単回帰，水深： z= -2.91, pく 0.01; 

涜速： z= -2.35, pく 0.05; Table 1）.繁殖個体は，

水深 20-30cmおよび流速 2.5cm/s未満の箇所を

高頻度で利用しており，一部の個体は，調査区間

全体に占める割合の少ない微環境である流速 20

cm/sも利用していた（Fig.3). 

一方，群れを確認した箇所（n= 21）は，水深

が平均 52.4(36.0 72.0 ; 9.4) cm，涜速が 2.7(0.1-

9.5 ; 2.5) cm/sであり，それらの分布（Fig.3）は，

調査区聞における分布とはそれぞれ有意に異なり

（水深： D= 0.510, Pく 0001；流速 ：D= 0.425, Pく

0.01），群れ形成は，水深が深く ，涜速が小さい

微環境で行われることが認められた（水深：z= 4.04, 

P< 0.001；流速 ：z=-3.46 pく 0.001; Table 1）.群
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Table 1. Relationship between microhabitat variables and occu汀enceof Itasenpara bitterling during the 2013 and 2014 

spawning season using logistic regression analysis 

Type Variables P土 SE z for B Pfor B P士SE z for P Pfor p 

Water depth -0.047土 0.016 -2.91 く 0.01 --0.476土 0.458 1.04 0.3 
Reproductive 

Current velocity 0.139土0059 -2.35 く 0.05 -1.015土 0.374 -2.71 く 0.01

Water depth 0.072士0.018 4.04 く 0.001 -4.840士0.910 -5.31 く 0.001
School 

Current velocity --0.350土 0.101 3.46 く 0.001 --0.167土 0.396 -0.42 0.67 

Logistic regression equation as follows: P=l/[l +exp{-(p0+p1X)} ], where P, X, p0, and P, are probability of occurrence, microhab 
itat variables, constant and partial regression coefficient, respectively. 
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Fig. 3. ltasenpara bitterling in channel environments in 

the Moo River （圃n= 105), indicating microbabitat use by 

the reproductive group ( • n = 20) and schooling group of 

Itase叩 arabitterling （口 n= 21 ). A, Water depth (cm) and 

B, Current velocity (cm/s). 

れ個体は，水深 50cmおよび流速 2.5cm/s未満の

箇所を高頻度で利用していた（Fig.3). 

イシガイは合計 338個体確認され，方形区にお

ける個体数は平均 12（ト52）個体であった．イ

シガイが確認された箇所（n= 27）は，水深が平

均 39.4(14.0-83.0; 18.5) cm，流速が 12.2(0.4ー29.6;
8.7) cm/sであり，それらの分布は，調査区聞に

おける微環境の分布と有意に異ならなかった（水

深： D=0.1,P=0.99；流速： D=0.051,P=1). 

考察

本研究において，生息域内における繁殖期のイ

タセンパラには，「員覗き」や闘争行動を行い，

単独で縄張りを形成する雄個体と，「貝覗き」や

闘争行動を行わず，群れを形成する個体がいるこ

とが明らかとなった．本種の繁殖行動に関する知

見は，これまで、人工保護池や室内水槽における報

告のみであり（長田ほか， 1984；上原， 2007),

生息域内における観察事例は報告されていない．

よって本報告は，野外におけるイタセンパラの繁

殖期の行動を報告した初めての知見となる．

繁殖個体が高頻度で利用した比較的浅い水深

(30 cm前後）は，先行研究において明らかにさ

れているイタセンパラ解化仔魚を保有するイシガ

イの生息場所水深（25-33cm）とほぼ一致した

(Nishio et al., 2015）.とのことは， 「貝覗き」を行っ

た箇所において，実際に産卵が行われていること

を示唆している．イシガイが確認された箇所は，

水深および流速の微環境の分布と有意に異ならな

かったことから，調査区聞にランダムに分布して

いることが明らかとなった．このことは，繁殖個

体がイシガイの分布によらず，特定の水深および

涜速を示す微環境に生息するイシガイを産卵母員

として，選択的に利用していることを示唆してい

るものと考えられる．一般に浅い水域は，大型魚

類の捕食者が少ない場所であるとされる（Williams

and Coad, 1979）.万尾川では，比較的深い場所に

おいて，イタセンパラがオオクチパスに捕食され

ているという報告がある（山崎ほか， 2009）.一方，

浅い水域は，サギ等の鳥類の捕食圧が高まること

が報告されている（農業土木学会， 2002）.万尾

川に飛来する大型鳥類のほとんどはアオサギ

Ardea cinereaおよびチュウサギA.intermediaであ

り，両種の捕食圧は水深 25cm以浅にて増加する

ことが知られている （Tojo,1996 ; Takaki and 

Eguchi, 2008）.これらのことから，繁殖個体は，
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水上および、水中の双方からの捕食圧を低減させる

ために，水深 30cm前後の微生息場所在繁殖場所

として，選択的に利用している可能性がある．

本研究において，繁殖個体は，流速区分が2.5

emfs未満の微生息場所在高頻度で利用していた．

一方，流速区分が 20emfsとなる比較的流速の大

きい箇所も利用していることが明らかとなった．

タナゴ類の産卵場所に関する研究では，流速の大

きい場所においてヤリタナゴの密度が高く，同所

的に生息するアブラボテ Tanakialimbataおよびセ

ボシタピラ Acheilognathustabira nakamuraeはヤリ

タナゴと比べて流速の小さな場所を利用すること

から，流速はタナゴ類の産卵場所選択における主

要な微環境要素の lつであると報告されている（松

島， 2014）.一方，これまでイタセンパラについ

ては，淀川水系において，ワンドやタマリのよう

な止水環境で、産卵することが報告されているのみ

である（小川， 2011）.本研究において，イタセ

ンパラは，止水環境のみならず比較的流速の大き

い微環境も，繁殖場所として利用していることが

明らかとなった．

群れ個体の雌においては，底質や倒木の表面在

吻端にて啄む摂餌行動が確認された．人工保護池

に生息する淀川水系のイタセンパラは，繁殖期に

はほとんど摂餌行動を示さず，繁殖行動に専念す

ることが報告されている（小川， 2011）.一方，

万尾川においては， 9月の産卵期に捕獲されたイ

タセンパラ成魚の腸から，珪藻類や藍藻類が多数

検出されている（西尾， 2016）.ー繁殖期に複数

回産卵する魚類において，産卵の回数および卵数

は繁殖期間中の餌料環境に大きく影響される（栗

田， 2006）.本種は約 10日間隔で産卵菅を伸長さ

せ， 9-11月の繁殖期に 5回程度排卵することが

知られている（上原， 2007）.群れ個体は，比較

的水深が大きく（水深区分 50cmおよび 70cm), 

流速が小さい（流速区分2.5emfs未満）箇所在高

頻度で利用したことから，止水的な微環境在選択

的に利用していることが示唆された．群れ個体が

利用していた止水的な微環境は，藻類や有機物が

堆積しやすく，イタセンパラの餌料が発生しやす

い条件であると考えられる．このことから，ー繁

殖期に複数回産卵を行うイタセンパラにとって，

繁殖期における餌料の摂取は重要であると考えら

れ，群れ個体は，ー繁殖期における各産卵の合聞

に，産卵回数および産卵数を最大化させるために

摂餌している可能性がある．

一方，比較的水深の大きい場所においては，ナ

マズ，オオクチパスおよびカムルチーといった大

型肉食魚類による捕食圧が増大することが予測さ

れる．本研究において確認された群れ個体には雄

が多く確認された（Fig.2）.群れ個体の雄が概ね

30個体程度から成る比較的大きな群れを形成す

ることは，大型肉食魚類による捕食圧の低減（益

田， 2011）および遊泳のためのエネルギーの節約

（有元， 2007）を目的とした行動であると推察さ

れる．また，群れ個体の雄は，「員覗き」や「追

い払い」等の繁殖行動および闘争行動を行わな

かった．このように，群れ個体の雄は，捕食圧の

増大が予想される止水的な微環境において，群れ

を形成することで捕食圧を低減させながら，繁殖

行動および闘争行動を行わずエネルギーを温存す

ることで，次の繁殖行動に向けて待機している可

能性がある．

これまで人工保護池や室内水槽においても，産

卵場所における微環境特性に関する報告はなかっ

た．さらに，生息域内外を問わず，これまで繁殖

期にイタセンパラが群れを形成するという報告も

なかった．本研究では，繁殖期のイタセンパラに

は，繁殖個体および群れ個体が確認され，それぞ

れが水深の異なる微生息場所在選択的に利用する

ことが明らかとなった．さらに，繁殖個体の一部

は，流速の速い場所において繁殖が可能であるこ

とが確認された．これらのことから，万尾川に生

息するイタセンパラは，多様な微環境を上手く利

用しつつ繁殖を行うことができる種であると考え

られる．
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