
コイ科タナゴ亜科（Cyprinidae, Acheilognathi-

nae）に属する純淡水魚類は，生きた淡水二
枚貝の鰓内に卵を産み込む特徴的な産卵生態を有
する．タナゴ類や淡水二枚貝類が生息する河川中
流域の自然環境は，近年，人間の社会活動によっ
て大きく改変されており，タナゴ類と二枚貝類の
ほとんどの種において絶滅が危惧されている（北
村，2008；根岸ほか，2008）．在来タナゴ類の個
体数を減少させる要因として，河川改修や水質悪
化などの生息環境の悪化（鬼倉ほか，2007；諸
澤・藤岡， 2007），オオクチバスMacropterus

salmoidesによる捕食（藤本ほか，2009；山崎ほか，
2009），国外外来タナゴ類のタイリクバラタナゴ
Rhodeus ocellatus ocellatusやオオタナゴ Acheilog-

nathus macropterusとの間の，産卵資源である二枚
貝や餌をめぐる競争（勝呂，1995；望月，1997；
萩原，2007）などが可能性として挙げられている

（北村，2008）．
茨城県南部に位置する霞ヶ浦は，最下流部を常
陸川水門で閉じられた淡水湖であり，一部に自然
植生が残るものの周囲のほとんどがコンクリート
護岸で覆われている．霞ヶ浦には現在，在来タナ
ゴ類としてアカヒレタビラA. tabira erythropterus，
タナゴA. melanogaster，ゼニタナゴA. typusおよび
ヤリタナゴTanakia lanceolataの4種，外来タナゴ
類としてタイリクバラタナゴ，オオタナゴおよび
カネヒラA. rhombeusの3種が生息している．その
うち，アカヒレタビラは日本固有亜種で，レッド
リストにおいて絶滅危惧 IB類に指定されている
（環境省，2007）．本亜種は関東・東北地方の太平
洋側に注ぐ河川や湖沼に生息し，春に産卵する
（Shimizu and Hanyu, 1981, 1982, 1991; Arai et al.

2007）．また，タイリクバラタナゴもアカヒレタビ
ラと同様に春産卵魚である（Solomon et al., 1984）．
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150 北村淳一・諸澤崇裕

本研究では，アカヒレタビラとタイリクバラタナ
ゴが同所的に生息する場所において両種の産卵母
貝の利用様式を明らかにするため，霞ヶ浦に流入
する農業用水路においてタナゴ類と淡水二枚貝類
の採集調査を行った．

材 料 と 方 法

調査は霞ヶ浦流入河川本川脇を流れる約1 kmの
農業用水路（川幅2 m）で，2009年5月2日に実
施された．水路の水深は33–57 cmで，岸はコンク
リートブロックで護岸されており，底質は砂から
泥である．調査地にはアカヒレタビラとタイリク
バラタナゴの他にもタナゴ類として，タナゴ，カ
ネヒラおよびヤリタナゴが，その他の魚類として
モツゴPseudorasbora parva，メダカOryzias latipes

latipesおよびドジョウMisgurnus anguillicaudatusが
生息している．また，タナゴ類の産卵母貝として，
イシガイUnio douglasiae nipponensisとドブガイ属
貝類Anodonta sp.が生息している．
本調査地のタナゴ類相を明らかにするため，餌

（サナギ粉）を入れた瓶モンドリ罠（幅18.5 cm，
長さ28.5 cm，開口部直径5.0 cm）を用いてタナゴ
類を採集した．採集したタナゴ類は種を同定した
後放流された．
本調査地のタナゴ類の産卵母貝の利用様式を明
らかにするため，水路の護岸のコンクリートブ
ロック1つの長さ（200 cm）と両岸のコンクリート
ブロック間の川幅（140 cm）を方形枠とし，18枠
を設置した．枠内の物理環境として優占する底質
（砂・泥）と中央部の水深を計測後，枠内の淡水
二枚貝類を徒手採集した．採集した二枚貝類につ
いて種を同定し殻長を計測後，生きたまま貝開機
を用いて貝に負荷を与えないように殻間をイシガ
イについては約5 mm，ドブガイ属貝類については
約10 mm開けて，貝の鰓内にあるタナゴ類の卵と
仔魚および貝類の卵と幼生を確認した（Kitamura,

2006a）．タナゴ類の卵・仔魚について，それらが
存在する4枚の鰓（左外鰓・左内鰓・右内鰓・右
外鰓）とその鰓内の部位（鰓の水路・鰓上腔）を
記録した（Kitamura, 2006a, bを参照）．さらに，
卵・仔魚が見られた位置（鰓の水路と鰓上腔の接
点）から出水管までの距離を計測した．なお鰓の
水路内にある卵・仔魚の位置については，その距
離の計測する基点をその卵・仔魚のある水路と鰓
上腔との接点とした．鰓内の卵・仔魚の位置は，
卵・仔魚が認められたイシガイ29個体の中からラ
ンダムに選択された17個体においてのみ計測され

た．卵・仔魚における種の同定は形態を基準とし，
卵については電球型をタイリクバラタナゴ，短楕
円型をアカヒレタビラ，長楕円型をタナゴ，鶏卵
型をヤリタナゴと同定し，仔魚については卵黄突
起をもつものをタイリクバラタナゴ，もたないも
のをタイリクバラタナゴ以外の種として同定した
（Nagata and Miyabe, 1978；Suzuki, 1985；鈴木・日
比谷，1985；鈴木，1989）．なお，タイリクバラタ
ナゴ以外のタナゴ類の仔魚における種の同定は，
きわめて困難であるが，本調査地ではタナゴの生
息数はきわめて少なく，またヤリタナゴは過去に1

個体しか確認されていないことから（諸澤，未発
表），貝の鰓内においてタイリクバラタナゴ以外と
同定されたタナゴ類の仔魚のすべてをアカヒレタ
ビラと推定した．また，カネヒラは秋に産卵し，
調査日である5月上旬には仔魚はほぼ卵黄を吸収
し終えて眼が完全に形成されていると考えられる
ことから（Kawamura and Uehara, 2005），他の種と
完全に識別することができる．
タナゴ類の卵・仔魚の生息数を貝の4枚の鰓間
でFreidman検定を用いて比較し，有意差が認めら
れた場合Tukey検定によって多重比較を行った．
さらに，鰓内の水路と鰓上腔のどちらに産卵して
いたかを二項検定で検定した．タナゴ類がどのよ
うな貝に産卵したのかを明らかにするため，貝内
のタナゴ類の卵・仔魚の有無を応答変数とし，貝
種，貝の殻長，貝の卵・幼生の有無，貝が採集さ
れた枠内の貝の密度，水深および底質を説明変数
として，分布族が二項分布の一般化線形モデル
（generalized linear model: GLM）を用いて解析を
行った．モデル構築にあたりステップワイズ変数
減少法にて変数選択を行い，AIC（赤池情報量規
準）が最小となるようモデル選択を行った．また，
二枚貝種の選択性についてFisherの正確確率検定
を行った．解析には統計パッケージR ver 2.7.0（R

development core team, 2008）を使用し，有意水準
を0.05とした．

結　　　　　果

タナゴ類相 タナゴ類は合計67個体採集され，
内訳はタイリクバラタナゴ52個体（78%），アカヒ
レタビラ 14個体（21%）およびカネヒラ 1個体
（1%）であった．タナゴとヤリタナゴは採集され
なかった．調査枠の物理環境は，水深が平均
37.7�5.9（標準偏差）cm，底質は18枠中13枠が
砂，5枠が泥であった．
タナゴ類の産卵母貝の利用様式 淡水二枚貝類



は18枠内で合計48個体採集され，その内訳はイ
シガイ46個体［平均殻長；46.2�6.1 mm（�標準
偏差），範囲27.8–53.8 mm］，ドブガイ属貝類2個
体（殻長；81.6 mm, 102.2 mm）であった．枠あた
りの貝密度はイシガイが平均2.6�2.9個体（0–10

個体），ドブガイ属貝類が平均0.1�0.3個体（0–1

個体）であった．アカヒレタビラの卵・仔魚はイ
シガイのみで29個体（63%）にみられた．卵・仔
魚 が み ら れ た イ シ ガ イ の 殻 長 は ， 平 均
48.9�2.7 mm（43.0–53.8 mm）で，卵･仔魚の個体
数は貝 1個体あたり平均 7.6�6.9個体（1–24個
体：卵は7.2�3.8個体，3–13個体，n�5；仔魚は
7.3�7.3個体，1–24個体，n�25）であった．それ
ぞれの貝内におけるアカヒレタビラの卵と仔魚の
個体数は 4枚の鰓の間で異なり（Freidman検定，
c 2�42.9, P�0.001; Fig. 1），左右とも内鰓の方が外
鰓よりも多かった（Tukey検定，P�0.001）．鰓内
の水路および鰓上腔における卵・仔魚のみられた
位置から出水管までの距離は平均 25.0�5.9 mm

（14–39 mm, n�17）であった．卵・仔魚の個体数
は鰓内の水路で 32個体（卵 10個体，仔魚 22個
体），鰓上腔で75個体（卵26個体，仔魚49個体）
で，鰓上腔の方が期待値よりも有意に多かった
（二項検定，P�0.001）．

GLM解析において貝内のアカヒレタビラの卵・
仔魚の有無については，貝の殻長が説明変数とし
て採用され，大きな二枚貝ほど卵・仔魚が生息す
る確率が高い傾向にあった（Table 1）．また，貝種
もベストモデルに含まれたものの有意ではなく
（Table 1），貝の密度，貝の卵・幼生の有無（イシ
ガイ1個体のみで確認），水深および底質は変数選
択により削除され，ベストモデルには含まれな
かった．さらに，Fisherの正確確率検定において
も，採集された二枚貝の個体数に対するアカヒレ
タビラが産卵していた二枚貝の個体数には，貝種
間で差は認められなかった（P�0.52）．
タイリクバラタナゴについては，仔魚1個体が1

個体のイシガイ（殻長44.2 mm）で，仔魚5個体
（殻長 102.2 mm，）と仔魚 6個体（殻長 81.6 mm）
がドブガイ属貝類2個体で観察された．採集され
た二枚貝の個体数に対するタイリクバラタナゴが
産卵していた二枚貝の個体数には，貝種間で有意
な差があり，タイリクバラタナゴはイシガイを利
用していなかった（Fisherの正確確率検定，P�

0.01）．卵･仔魚は内鰓・外鰓両方の水路の出水管
から26.8�9.6 mm（18–47 mm）の位置で確認され
た．なお，本研究において採集された貝の鰓内で
タナゴとヤリタナゴの卵およびカネヒラの仔魚は
確認されなかった．

考　　　　　察

タナゴ類の産卵母貝利用 アカヒレタビラの
卵・仔魚は，採集された約6割のイシガイの鰓内
で確認され，それらのイシガイはすべて殻長が約
4 cm以上の大型であり，内鰓および鰓上腔での発
見率が高かった．一方，ドブガイ属貝類は採集個
体数が2個体と少なく，それらの鰓内でアカヒレ
タビラの卵・仔魚は確認されなかった．これらの
結果から，霞ヶ浦水系のアカヒレタビラは少なく
とも大型のイシガイの内鰓の鰓上腔に卵を産み込
んでいると推察された．これまでの報告では，シ
ロヒレタビラやアブラボテ，ヤリタナゴ，イタセ
ンパラは，殻長4 cm以下の小さい貝を産卵に利用
しないとされている（Kitamura 2007; Kitamura et

al. 2009）．アカヒレタビラを含むこれらのタナゴ類
が殻長4 cm以下の小さな貝を産卵に利用しない理
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Fig. 1. Mean (�SD) numbers of bitterling Acheilog-
nathus tabira erythropterus eggs and embryos found
in each of the four parts of the gill chambers of 29
mussels Unio douglasiae nipponensis.

Table 1. Results of generalized linear model for
presence/absence of Acheilognathus tabira 
erythropterus eggs and embryos. Coeffcient 

for Unio douglasiae calculated 
by comparison with Anodonta sp.

Coeffcient P value

Anodonta sp. 0.000 —
Unio douglasiae 34.626 0.986
Shell length 0.322 0.007

Residual deviance / degree of freedom�0.963
Deviance explained�33%



由は，出水管の開口面積が小さく産み込みにくい
などの制約があるからなのかもしれない．これま
でアカヒレタビラがどの貝種をどのように産卵に
利用しているのかは明らかにされておらず，本研
究は，アカヒレタビラにおける産卵母貝の利用様
式を明らかにした最初の報告である．
タイリクバラタナゴはドブガイ属貝類を利用し，
イシガイをほとんど利用していなかった．バラタ
ナゴは主にドブガイ属貝類を利用し（長田，
1985；Kitamura, 2005），その鰓内を幅広く利用し
ている（Kitamura, 2006a）．このため，本調査地で
もタイリクバラタナゴはドブガイ属貝類を主に利
用していると推測される．
一般に，タイリクバラタナゴの侵入は，在来タ
ナゴ類に負の影響を与えることでその個体群サイ
ズを減少させると言われており，ゼニタナゴのよ
うに絶滅にまで追いやった例も報告されている
（ゼニタナゴ：勝呂，1995；藤本ほか，2007，ミヤ
コタナゴTanakia tanago：望月，1997，イチモンジ
タナゴA. cyanostigma，キタノアカヒレタビラA.

tabira tohokuensis：北村，未発表）．その理由の1

つとして，産卵母貝の競合が示唆されているが，
本研究の結果から，アカヒレタビラは優占して生
息する二枚貝種のイシガイを，タイリクバラタナ
ゴはイシガイを利用できるにもかかわらず生息密
度が低いドブガイ属貝類を産卵に利用しており，
両種は異なる産卵母貝種を利用していることが明
らかとなった．本研究で観察されたアカヒレタビ
ラとタイリクバラタナゴの利用している産卵母貝
種の違いは，三重県祓川において春に産卵するタ
ナゴ類3種（シロヒレタビラA. t. tabira，アブラボ
テT. limbata，ヤリタナゴ）で示唆されているよう
に（Kitamura, 2007），霞ヶ浦において両種の共存
を可能にしている機構の1つであるかもしれない．
霞ヶ浦水系の全域で行われたタナゴ類の採捕調査
では，調査地点ごとのアカヒレタビラとタイリク
バラタナゴの採集数には正の相関関係があること
から（諸澤・藤岡，2007），両種の共存を促す機
構の存在が示唆される．本研究で見られた産卵母
貝種の利用様式が資源分割の結果なのか否かを，
今後産卵母貝種に対する選択実験で検証する必要
がある．
今回採集された二枚貝の多くでアカヒレタビラ
の卵・仔魚が確認された一方で，タイリクバラタ
ナゴの卵・仔魚はほとんど観察されなかったこと
から，本調査地ではアカヒレタビラの方がタイリ
クバラタナゴよりも個体数を増加させることがで

きると推測される．しかしながら，本調査地にお
いてタイリクバラタナゴがタナゴ類相の約8割を占
めていた．霞ヶ浦水系で行われたタナゴ類の調査
では，約6割の調査河川でタイリクバラタナゴは
タナゴ類の 7–9割を占めている（諸澤・藤岡，
2007）．これらのことは，両種が共存しつつも，タ
イリクバラタナゴの方が餌や生息場所の利用，ま
たは移動や環境の変化への耐性などの点で，アカ
ヒレタビラを含む他のタナゴ類よりも優れている
ためかもしれない．
霞ヶ浦のタナゴ類の現状と保全 霞ヶ浦水系で
は，在来タナゴ類はゼニタナゴを除いて広く採集
できるものの，地点あたりの採集数はきわめて少
ない場所がほとんどである．この少ない採集数は
富栄養化やコンクリート護岸化の影響によること
が示唆されている（諸澤・藤岡，2007）．本調査
地は，霞ヶ浦水系でもアカヒレタビラや淡水二枚
貝類の生息個体数が多い場所の1つである．しか
しながら，本調査中にタナゴ類を目的とした釣り
人が12人，また淡水二枚貝類を採集していた人も
1人確認され，これまでにもタナゴ類を目的とした
採集者が，本調査中とほぼ同程度の人数，事前の
予備調査ごとに観察されていることから（諸澤，
個人観察），一定の採集圧があると推測される．
一方，多くの釣り人が釣れた在来タナゴ類は放流
し，外来種は駆除し，二枚貝類採集者にはその採
集を自重するように協力を呼びかけるなど，本調
査地の環境保全に配慮した姿勢が観察された（諸
澤・北村，個人観察）．今後，永続的に在来タナ
ゴ類を保全していくために，上記のような一人一
人の草の根的な保全への啓発や，当水域の一部を
保護区として維持管理する積極的保全（北村，
2008）によって，在来固有の生態系が維持される
ことを願ってやまない．
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