
生息域外保存は絶滅危惧種を保全する上で，
将来の絶滅の危険性を分散させ，自然集団

の維持や再定着のために生息地への再導入（自然
個体群サイズの強化）される個体を保存するとい
う点において意義がある（環境省，2009）．コイ科
タナゴ亜科（Cyprinidae, Acheilognathinae）に属す
る淡水魚類は，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純淡水魚であ
る．タナゴ類や淡水二枚貝類は，その生息域が人
間生活に身近な湖沼や河川中・下流域であること
から，近年の人間社会の近代化による影響を強く

受けており，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）．
タナゴ類のイタセンパラAcehilognathus longipin-

nisは日本固有種で，国の天然記念物（1974年，
文化庁），国内希少野生動植物種（1995年，環境
省）および絶滅危惧 IA類（環境省，2007）に指
定されており，現在もっとも絶滅が危惧される淡
水魚類の1種である．本種は琵琶湖淀川水系，濃
尾平野，富山平野に分布し（田中，1997;  小川，
2008a），3地域の個体群は遺伝的に異なっている
（岡崎ほか，2006）．このように本種の絶滅の危機
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性がきわめて高いにもかかわらず，野外生息地で
の本種の繁殖生態や生活史を客観的に評価できる
実態情報は少ない．すなわち，主に河川敷内の一
時水域や止水域で生息・産卵し，9–5月の間イシ
ガイUnio douglasiae nipponensis，ドブガイ属貝類
Anodonta spp.，カタハガイObovalis omiensisの外
鰓の水路内に前期仔魚が生息しており，5月には
岸際近くの水面で仔稚魚が群れていることが明ら
かとなっているのみである（中村，1969；小川・
長田，1999;  小川ほか，2000;  宮下，2005;  氷見
市教育委員会，2005, 2006, 2008;  河合，2008a;

Kitamura et al., 2009a）．
一方室内においては詳細な生態情報が蓄積され
ている．本種は体長約48 mmに達した個体から，
秋季のような日照条件（明期：暗期�1 : 1）かつ
20°Cの環境下で性成熟する．雄は産卵資源を確保
するため貝の周りに小さな縄張りを構える．雌の
卵巣は約10日間隔で成熟し，産卵管を20 mmほど
伸長させ，体長50–57 mmの雌では1回の産卵行動
においてイシガイの場合は約70個の卵を貝の鰓上
腔に産みつける．産み込む卵数は貝の種類によっ
て異なる．雄は入水管に放精し，精子は貝の換水
によって卵まで運ばれ受精する．ふ化後，仔魚は
鰓上腔から鰓の水路に自ら移動する．仔魚期の発
達は貝内の鰓内で完了し，発達には秋から春にか
けての自然条件下の温度（5–20°C）が必要である
（Uehara et al., 2006）．卵には粘着性があり，仔魚
は卵黄上全体に微小突起を有し，S字運動のよう
な行動を示す．それらの特性は貝内で過ごすため
の適応と考えられている．春になると発達を再開
し，卵黄吸収後貝から泳ぎ出る．それゆえ，貝内
で過ごす期間は約7ヶ月続く．イシガイはトンガ
リササノハガイLanceolaria grayanaやドブガイ属
貝類より本種にとって卵の吐出率が低い（以上は
上原，2007を参照）．消化管はタナゴ類の中で
もっとも長く，藻類食にきわめて特化している
（Kafuku, 1958;  中村，1969;  小川，2008b）．
本研究は，富山県氷見市に生息するイタセンパ
ラ個体群を生息域外保存するために造成された池
において，本種の野外での繁殖生態と生活史を明
らかにし，その適応的意義と保存池における本種
の保存効果，およびイタセンパラの現状と保全に
ついて考察した．

材 料 と 方 法

調査は氷見市が仏生寺川産イタセンパラの生息
域外保存のため2004年に造成された2つの保存池

のうちの下池（面積200 m2，最大水深1.2 m；氷
見市教育委員会，2005）で，2007年6月から2008

年9月まで行われた．池の岸は植生で覆われ粘土
質である．イタセンパラは国の天然記念物，国内
希少野生動植物種であることから，本調査許可を
氷見市・文化庁・環境省から得た．本種のほかに
も保存池には，ヤリタナゴTanakia lanceolata・ミ
ナミアカヒレタビラAcheilognathus tabira jordaniの
タナゴ類が，他の魚類ではモツゴPseudorasbora

parva・メダカ Oryzias latipes latipes・ドジョウ
Misgurnus anguillicaudatusが導入され生息してい
る．また，タナゴ類の産卵母貝として，イシガイ
U. douglasiae nipponensisとドブガイ属貝類 An-

odonta sp.が導入され生息している．
イタセンパラの生活史・繁殖生態・個体群動態
を明らかにするため，餌（サナギ粉）を入れた網
モンドリ罠（幅25，長さ45，高さ25，開口部直
径5 cm）を用いて本種を採集した．採集した個体
の標準体長を0.1 mm単位で計測した．雌について
はさらに産卵管長を計測し，腹部を軽く圧迫する
ことにより完熟卵の有無を確認し，それらを搾出
して10%ホルマリンで固定した．その後，標準体
長が約 30 mm以上の個体には，個体識別のため
FA100で麻酔した後，イラストマー蛍光色素4色
を用いて背鰭基部に4ヶ所皮下注射した．注射の
後，抗菌剤（商品名：エルバージュ）水溶液で薬
浴させ，正常に泳いでいるのを確認してから池に
放流した．
産卵期の推定には，雌の完熟卵保有率と完熟卵
保有時に産卵管が伸長することから，標準体長に
対する産卵管長の割合を用いた（Kitamura, 2006b）．
標準体長が約30 mm以上の個体を対象とした個体
群動態の解析のため，Jolly-Seber法を用いて生息
個体数を推定し，さらに性比を算出した．
よう卵数・卵形・卵体積を明らかにするため，
固定した卵を個体ごとに計数し，その中から10個
の卵をランダムに選んで実体顕微鏡下で長径と短
径を0.05 mm単位で計測した．その値を基に，卵
形には短径に対する長径の割合を用い，卵体積を
以下の式で求めた（Coleman, 1991）．

卵体積 (mm3)�(4/3)p · (1/2) 長径 (mm)

�{(1/2) 短径 (mm)}2

各個体の卵形と卵体積の代表値には10個の卵の平
均を用いた．なお，よう卵数が3個以下であった2

個体は，卵形および卵体積のデータから除外した．
イタセンパラの泳出した仔魚の個体数を明らか
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にするため，2006年5月17日と2007年5月21日
に池の水面に遊泳している仔魚の個体数を100匹
単位で計数した．

結　　　　　果

繁殖生態 イタセンパラの完熟卵保有率は9月
上旬に増加し，10月上旬に最盛期（31.3%）とな
り，10月下旬にかけて減少した（Fig. 1）．9–10月
以外の月では，完熟卵を保有する雌は採集されな
かった．一方，標準体長に対する産卵管長の割合
は，8月中旬から増加し，9–10月に約20%と盛期
となった．8–10月以外の月は5%以下と低い割合
であった．これらの結果から，本種の産卵期は
9–10月であり，その最盛期は10月上旬と推定され
た．
完熟卵を保有した雌は合計15個体採集された．
その標準体長は平均46.1 mm（�5.7），その範囲は
3 4 . 1 – 5 3 . 0 m mで，採集日間で差はなかった
（Kruskal-Wallis test, H�3.9, P�0.42）．完熟卵を保
有したときの産卵管長は，平均16.1 mm（�2.7），
その範囲は9.8–23.3 mmで，採集日間で差はなく
（ Kruskal-Wallis test, H�7.0, P�0.14），標準体
長との間に相関は認められなかった（回帰分析，
F1, 13�3.4, P�0.09）．
よう卵数は，平均 30.1（�18.6），その範囲は

1–59であり，標準体長との間に相関は認められな
かった（回帰分析，F1, 11�0.2, P�0.70）．卵形は，

長径が3.47 mm（�2.1）その範囲は3.04–3.73 mm，
短径が 1.29 mm（�0.07）であり，その範囲は
1.17–1.38 mmであった．短径に対する長径の割合
は平均2.69（�0.11），その範囲は2.52–2.90であ
り，採集日間で差はなく（Kruskal-Wallis test,

H�0.4, P�0.94），標準体長との間にも相関は認め
られなかった（回帰分析，F1, 11�0.1, P�0.82）．
卵体積は，平均 3.05 mm3（�0.45），その範囲は
2.16–3 .54 mm 3であり，採集日間で差はなく
（Kruskal-Wallis test, H�4.8, P�0.19），標準体長
との間にも相関は認められなかった（回帰分析，
F1,11�2.9, P�0.12）．
生活史 イタセンパラの2006年度に産卵された
年級群（以下 2006年級群）は，2007年 5月に貝
から体長約9 mmで泳出した．その後，2006年級
群では，体長分布のピークが7月には約25 mm，8

月には約30 mmになり，雌雄の区別がはっきりし，
9月には約35 mmまで達し，成熟して産卵を開始
した（Fig. 2）．本種の産卵は9–10月に行われる．
10月には約40 mmとなり越冬した．翌2008年5月
には約50–55 mm，6月には約55–60 mmとなった．
その後，8月にはわずかしか採れなくなり，9月に
は全く捕獲されなかった．
成魚の前年越冬年級群（以下 2005年級群）の
体長分布のピークは，2007年7月には約50 mmで
あった．8月には約55 mmとなったが，9月以降に
は雄のみで約50 mmと約55 mm以上のピークが消
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Fig 1. Seasonal changes in mean (�SD) ovipositor ratio （OPI, ratio of ovipositor length to stan-
dard length, � ） and proportion of females with ripe ova （� ） in Acheilognathus longipin-
nis, and water temperature （� ） in the conservation pond.



失した．その後，一部の個体は越冬し，2008年5

月には体長分布のピークは2006年級群と重なり，
2006年級群と同様の経過をたどった．8月には，
2007年級群が約40 mmで捕獲され始め，9月には
雌は約45 mmに成長したが，雄は約40 mmのまま
であった．産卵個体には，前年度と前々年度に産
まれた年級群が含まれていた．これらのことから，

本種の寿命は，長い個体でも2年と推定された．
個体群動態 保存池に生息するイタセンパラの
体長約30 mm以上の個体数は，2007年10月11日
から10月31日までは，雌雄ともに約100個体と推
定された（Fig. 3）．また，9月から10月にかけて
の性比はほぼ1 : 1であった．一方，2007年10月11

日の体長分布から（Fig. 2），2005年級群と2006年
級群の個体数比は9 : 14と推定されたことから，各
年級群の2007年10月の個体数は，それぞれ78個
体と122個体と推定された．
保存池に5月に泳出したイタセンパラの仔稚魚
は，2006年には約600個体，2007年には約800個
体であった．貝から泳出してから2007年10月まで
の生存率は，2005年級群で約13%（78個体／600

個体），2006年級群で約 15%（122個体／ 800個
体）と推定された．

考　　　　　察

イタセンパラの生活史戦略 保存池のイタセン
パラは9–10月に産卵し，産卵された個体は貝内で
越冬し，翌春の5月には体長約9 mmで泳出して，
その年の秋の 9月までに体長約 35 mmに成長し，
成熟・産卵をしていた（Figs. 1, 2）．春産卵のタナ
ゴ類で春に泳出した稚魚は，バラタナゴRhodeus

ocellatusでは体長約 20–25 mmで（長田，1985;

Solomon et al., 1985），ミナミアカヒレタビラでは
約30 mmで越冬する（Oshiumi and Kitamura, 2009）．
一方，イタセンパラと同様に秋産卵を行うゼニタ
ナゴ Acheilognathus typusは，約 40 mmで越冬し
（Fujimoto, 2006），さらに同所的に生息するタイリ
クバラタナゴR. o. ocellatusより泳出する時期が
1ヶ月ほど早い（藤本ほか，2007）．これらのこと
から，イタセンパラをはじめとする秋産卵のタナ
ゴ類が，春産卵するタナゴ類と比較して，貝から
泳出する春から冬までにより大きく成長できるの
は，後者より春に約 1ヶ月早く泳出することで，
越冬までに要する成長期間が，前者では春季とい
う餌および代謝条件の良い時期に約1ヶ月間長く
保証されているためなのかもしれない．
イタセンパラの繁殖生態 イタセンパラの卵は
粘着性があり，短径に対する長径の比率が2.69と
長楕円形で，卵体積が3.05 mm3であった．他のコ
イ科の淡水魚と比べて，タナゴ類の卵が大きく細
長いという特徴は，卵が産卵後に貝から吐き出さ
れないための適応であると考えられている
（Aldridge, 1999; Kitamura, 2006b, 2007）．本種の卵
が有するこれらの形質もまた，そのような適応的
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Fig. 2. Seasonal changes in length-frequency distri-
bution of Acheilognathus longipinnis.



意義があるのだろう．
イタセンパラの完熟卵を保有したときの産卵管
の長さは平均16 mmで，タナゴ類の中でもっとも
短いカゼトゲタナゴRhodeus atremius atremiusと
スイゲンゼニタナゴ R. a. suigensisに次いで
短 い（ Kitamura, 2006a,b, 2007; Kitamura et al.,

2009b）．ニッポンバラタナゴR. o. kurumeusでは，
完熟卵を保有するときの産卵管の長さは産み込む
卵の貝の鰓内の水路の位置を決め，そこでの酸素
の取り合い型競争を避けるために季節的に変化す
る（Kitamura, 2005, 2006a）．またタナゴ類全般に
おいて，利用する貝種のサイズ，卵を産み込む場
所（鰓上腔か鰓の水路），および卵の形質（サイ
ズ・形状・卵の粘着性の有無・ふ化後の仔魚の行
動の有無）との関連が示唆されている（Kitamura,

2006a,b, 2007; Kitamura et al., 2009b;  北村，未発
表）．イタセンパラは1回の産卵で鰓上腔に約70個
の粘着性のある卵を産み込み，ふ化後に仔魚は自
ら鰓の水路へ移動する（上原，2007）．仔魚が自
ら利用する水路の位置を選択するため，本種では
ニッポンバラタナゴのように卵・仔魚が生息する
水路の位置を親が選択する必要性は低いと推測さ
れる．したがって，産卵管を長く伸ばすことは生
理的コストとなるため（Kitamura, 2006a），イタセ
ンパラは他のタナゴ類とは異なり産卵管を長く伸
ばす必要がないのだろう．
個体識別の有効性 イタセンパラの個体数や個
体群動態を推定するために，本研究では蛍光色素
を皮下注射する方法を用いた．再捕獲時に注射ヶ
所が化膿している個体は調査期間中を通じてほと
んどいなかった．また9月10日に標識してから1

度でも再捕獲された割合は雌 76%（n�54），雄
65%（n�43）で，再捕獲した個体の一部標識の脱
落率は雌20%（n�11），雄14%（n�6）であった．
標識脱落個体の脱落した色標識は，捕獲された他
標識個体の色標識を確認することにより，何色の
標識が脱落したかがすべての個体で決定できたこ
とから，全個体について個体の識別が可能であっ
た．したがって蛍光色素の皮下注射方法は，他魚
種と同様に（Sato and Kano, 2008; Oshiumi and 

Kitamura, 2009），本種の標識調査に有効であるこ
とが示された．
保存池におけるイタセンパラの保存効果 氷見
市の保存池全域においてイタセンパラは，5月に約
800個体の稚魚（密度4個体／m2）が泳出し，10

月までに約15%の120個体（0.6個体／m2）が生
残し産卵していた（Figs. 2, 3）．一方，大阪府の水
生生物センターのイタセンパラの保存池（面積
270 m2；最大水深0.8 m）全域では，約1900–5000

個体（7–19個体／m2）の稚魚が5月に泳出し，3

月にはそれらの約 19–48%に当たる 290–500個体
（1.1–1.9個体／m2）の成魚が確認されている（宮
下，2005）．氷見市の保存池は，大阪府水生生物
センターの環境を参考に造成されており，岸や池
内の植物環境と物理構造はよく似ている（氷見市
教育委員会，2005, 2006）．大阪府水生生物セン
ターの保存池では，淡水魚類としてイタセンパラ
とトウヨシノボリRhinogobius sp. ORが生息してい
るが，氷見市の保存池では，イタセンパラだけで
はなく氷見市仏生寺川に生息するタナゴ類2種を
含む淡水魚類5種も同時に保存されている．これ
らのことから，氷見市の保存池での大阪府水生生
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Fig. 3. Seasonal changes in the number of females (open bars) and males (grey bars) collected, and
estimated population size with S.D. (vertical line) of female (open circles with broken line) and male
(shaded circles with solid line) Acheilognathus longipinnis, calculated using the Jolly-Seber method.



物センターの保存池より低いイタセンパラの生息
密度や成魚までの生存率は，同所的に生息する魚
種の違いによる餌を巡る資源消費型競争関係が影
響を与えているのだろう．
大阪府の保護地内の4つの保存池（面積4350–

11000 m2，最大水深1–1.5 m）では，その一部区域
で約800–3000個体の仔稚魚が5–6月に泳出し，1

月に全域で8–646個体の成魚が生存し，さらに1–2

月のドブガイ属貝類とオグラヌマガイOgurano-

donta oguraeの鰓内には仔魚が356–8338個体（ド
ブガイ属貝類のイタセンパラ仔魚保有率 23.6–

85.2%，平均仔魚数9.9–62.6個体／貝）生息して
いるのが9年連続（1997–2005年）で確認されてい
る（大阪府，2007）．氷見市のもう1つの保存池で
も，5月にイタセンパラの稚魚の群れを確認してい
る（氷見市教育委員会，2006）．以上のように，
氷見市の2つと大阪府の5つの保存池におけるイタ
センパラの生息実態調査の結果は，野外の人工的
な池で本種の再生産を伴う長期的な保存が可能で
あることを実証している．さらに氷見市の池にお
いて，ヤリタナゴとミナミアカヒレタビラの新規
加入個体が毎年確認できることからも（西尾・北
村，未発表），これらの種も野外の池で保存可能
であるといえよう．
屋内施設における生物の保存と増殖には，飼育
設備，摂餌，遺伝的多様性に配慮した繁殖計画
（Kubota and Watanabe, 2003; Kubota et al., 2008），
初期発生条件に伴う長期間の温度管理（Uehara 

et al., 2006）などの日常的な維持管理が必要であ
る（上原，2008）．そのため，屋内施設保存は個
体の健康状況を詳細かつ正確に把握できるが，そ
の一方で非常に多くの時間や手間がかかり経済的
コストが大きい．さらに，淡水二枚貝類をタナゴ
類の産卵に利用する場合は，天然水域から貝を採
集し，その資源を消費することから，淡水二枚貝
類の保全上問題がある（前畑，1997）．一方，野
外保存池では，環境改善のための軟泥の浚渫が数
年に1回，および生息状況調査が必要である．そ
のため，日常的な個体の健康状況の把握は困難で
あるが，時間や手間が施設内保存ほどかからない
利点があり，さらに，ドブガイ属貝類とイシガイ
の再生産が可能であり（宮下，2005;  大阪府，
2007;  上原，2008），氷見市の保存池でも再生産
したイシガイが採集される（西尾，未発表）．した
がって，氷見市や大阪府における複数の野外の池
でのイタセンパラの保存は，本種の絶滅の危険を
分散し，淡水二枚貝資源を消費せず，経済的コス

トの低い有効な保存手法であると考えられる．
イタセンパラの現状と保全 絶滅危惧種を保護
するためには，生息地の保全と種の保存の両方が
必要である（細谷・前畑，1994;  細谷，2002）．
現在におけるイタセンパラの生息状況は富山県以
外の天然生息域ではきわめて厳しい．淀川では，
主要生息地の城北ワンド群で本種の稚魚の群れが
2006年からまったく確認されなくなり，かわりに
雑食性外来種であるブルーギルLepomis macrochirus

が淡水魚類相全体の 88%を占めるようになった
（河合，2008a,b）．濃尾平野では，近年本種の生
息実態を客観的に示す資料は存在していない．一
方，生息域外での保存は，淀川水系個体群では，
さまざまな室内飼育施設や野外保存用の池で適切
に行われているが（宮下，2005;  大阪府，2007），
濃尾平野個体群では行われていない．本研究を
行った富山県氷見市のイタセンパラ個体群では，
稚魚の群れが毎年 5月に万尾川では数千個体（1

日最大1420個体，2005年；2250個体，2006年），
仏生寺川では十数個体（30個体，2005年；17個
体，2006）確認され（氷見市教育委員会，2005，
2006, 2008），さらに万尾川では本種がイシガイを
産卵に利用していることが確認されている（Kita-

mura et al., 2009a）．このことは万尾川には，仏生
寺川・淀川・濃尾平野と比べて，本種がもっとも
安定して存続していることを示している．しかし
ながら，万尾川個体群の生息範囲は流程5 kmのう
ち約2.5 kmと狭く，遺伝的多様性は低い（マイク
ロサテライト法による平均ヘテロ接合度 He�

0.294）．これは仏生寺川個体群（流程13 kmのう
ち4.5 km; He�0.326）も同様で，1984年に両河川
間の交流が完全に分断化されてから個体群サイズ
は縮小傾向にあると推測される（氷見市教育委員
会，2008）．さらに氷見市の河川では，肉食性国
外外来魚のオオクチバスMicropterus salmoidesによ
るイタセンパラの捕食が報告されている（山崎ほ
か，2009）．今後，氷見市の自然個体群を永続的
に保全するために，イタセンパラと淡水二枚貝類
について，これまで行われている再生産の実態調
査の継続的な実施に加え，新たに移動・分布・個
体群動態の制限要因を明らかにし，その実態に即
した対策（保存池の保存個体の河川への再導入・
肉食性外来魚駆除を含む）や維持管理を行う必要
があろう．

謝　　　　　辞

本研究を行うにあたり，坂　貴義氏（氷見市自

40 北村淳一・西尾正輝



然保護員協議会），佐藤久三氏（射水市），Carl

Smith博士，Rowena Spence博士（Leicester大学，
UK），Martin Reichard博士（Academy of Sciences，
Czech Republic），富永浩史氏（京都大学）には，
野外調査を手伝っていただいた．また，田中　晋
博士（富山大学名誉教授），稲村　修氏（魚津水
族館），山崎裕治博士（富山大学），上原一彦博
士（大阪府水生生物センター），小川力也氏（淀
川水系イタセンパラ研究会），久米　学博士（土
木研究所自然共生研究センター），富山県氷見市
教育委員会・京都大学理学部動物生態学研究室
の各位には調査・論文作成にあたりご協力いただ
いた．ここに深謝いたします．なお，本研究の一
部は国宝重要文化財保存整備費補助金（文化庁），
文化財保存整備費補助金，日本学術振興会科学
研究費（課題番号20770014），住友財団基礎科学
研究助成（助成番号070543）により行われた．

引　用　文　献

Aldridge, D. C. 1999. Development of European bitterling in
the gills of freshwater mussels. J. Fish. Biol., 54: 138–151.

Coleman, R. M. 1991. Measuring parental investment in
nonspherical eggs. Copeia, 1991: 1092–1098.

Fujimoto, Y. 2006. Effect of a newly established winter shel-
ter in shallow ponds on a population of endangered bitter-
lings Acheilognathus typus and the interaction between in-
creased the bitterling and mussel populations. PhD Thesis,
Kitasato University, Oofunato.
藤本泰文・進東健太郎・北島淳也．2007．ゼニタナゴ

Acheilognathus typusと移入種であるタイリクバラタナ
ゴRhodeus ocellatusの二枚貝からの浮上時期．伊豆
沼・内沼研究報告，1: 11–19．
氷見市教育委員会．2005．イタセンパラ天然記念物再
生事業報告書 I．氷見市教育委員会，氷見．36 pp.
氷見市教育委員会．2006．イタセンパラ天然記念物
再生事業報告書 II．氷見市教育委員会，氷見．31 pp.
氷見市教育委員会．2008．イタセンパラ天然記念物
再生事業報告書 III．氷見市教育委員会，氷見．26 pp.
細谷和海．2002．日本産希少淡水魚の現状と保護対策．
遺伝，56: 59–65．
細谷和海・前畑政善．1994．日本における希少淡水魚
の現状と系統保存の方向性．養殖研究所研究報告，
23: 17–25．

Kafuku, T. 1958. Speciation in cyprinid fishes on the basis of
intestinal differentiation, with some references to that
among catostonids. Bull. Freshwater Fish. Res. Lab., 8:
45–78.
環境省．2007．レッドリスト，汽水・淡水魚．環境省
ホームページ：http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html
（参照2009–2–1）．
環境省．2009．絶滅のおそれのある野生動植物種の生
息域外保全に関する基本方針．環境省ホームページ：
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial510655（参照

2009-2-1）．
河合典彦．2008a．イタセンパラ仔稚魚調査からみた淀
川の河川環境の変遷．関西自然保護機構会誌，30:
103–111．
河合典彦．2008b．淀川の河川構造改変がもたらしたシ
ンボルフィッシュ・イタセンパラの盛衰―危機的状況
に陥った豊かな淡水魚類相とその復活に向けて．遺
伝，62: 78–83, 103–108．

Kitamura, J. 2005. Factors affecting seasonal mortality of
rosy bitterling (Rhodeus ocellatus kurumeus) embryos on
the gills of their host mussel. Popul. Ecol., 47: 41–51.

Kitamura, J. 2006a. Seasonal change in the spatial utilization
of host mussels in relation to ovipositor length by female
rosy bitterling, Rhodeus ocellatus kurumeus. J. Fish Biol.,
68: 594–607.

Kitamura, J. 2006b. Reproductive ecology of striped bitter-
ling Acheilognathus cyanostigma (Cyprinidae: Acheilog-
nathinae). Ichthyol. Res., 53: 216–222.

Kitamura, J. 2007. Reproductive ecology and host utilization
of four sympatric bitterling (Acheilognathinae,
Cyprinidae) in a lowland reach of the Harai River in Mie,
Japan. Environ. Biol. Fish., 78: 37–55.
北村淳一．2008．タナゴ亜科魚類：現状と保全．魚類
学雑誌，55: 139–144．

Kitamura, J., J. N. Negishi, M. Nishio, S. Sagawa, J. Akino
and S. Aoki. 2009a. Host mussel utilization of the Itasen-
para bitterling (Acheilognathus longipinnis) in the Moo
River in Himi, Japan. Ichthyol. Res., 56: 296–300.

Kitamura, J., T. Abe and J. Nakajima. 2009b. The reproduc-
tive ecology of two subspecies of the bitterling Rhodeus
atremius (Cyprinidae, Acheilognathinae). Ichthyol. Res.,
56: 156–161.

Kubota, H. and K. Watanabe. 2003. Genetic diversity in wild
and reared populations of the Japanese bitterling Tanakia
tanago (Cyprinidae). Ichthyol. Res., 50: 123–128.

Kubota, H., K. Watanabe, Y. Kakehi and S. Watanabe. 2008.
An assessment of genetic diversity in wild and captive
populations of endangered Japanese bitterling Tanakia
tanago (Cyprinidae) using amplified fragment length poly-
morphism (AFLP) markers. Fish. Sci., 74: 494–502.
前畑政善．1997．水族館における希少淡水魚の保存と
今後の課題．長田芳和・細谷和海（編）， p p .
205–217．日本の希少淡水魚の現状と系統保存．緑書
房，東京．
宮下敏夫．2005．淀川のシンボルフィッシュ イタセン
パラ．片野　修・森　誠一（編），pp. 144–154．希少
淡水魚の現在と未来—積極的保全のシナリオ—．信
山社，東京．
長田芳和．1985．溜池におけるバラタナゴRhodeus ocel-

latusの繁殖期と移動．魚類学雑誌，32: 79–89．
中村守純．1969．日本のコイ科魚類．資源科学研究所，
東京．455 pp.
根岸淳二郎・萱場祐一・塚原幸治・三輪芳明．2008．
危急種・指標種としてのイシガイ目二枚貝：生息環
境の劣化プロセスと保全へのアプローチ．応用生態工
学会誌，11: 195–211．
小川力也．2008a．イタセンパラ：河川氾濫源の水理環

イタセンパラの繁殖生態と生活史 41



境の保全と再生に向けて．魚類学雑誌，55: 144–148．
小川力也．2008b．淀川におけるイタセンパラの生活史
戦略．関西自然保護機構会誌，30：113–122．
小川力也・長田芳和．1999．河川氾濫源のシンボル・
フィッシュ―イタセンパラ．森　誠一（編），pp. 9–18．
淡水生物の保全生態学―復元生態学に向けて―．信
山社サイテック，東京．
小川力也・長田芳和・紀平　肇．2000．淀川における
イタセンパラの生息環境（総説）．大阪教育大学紀要，
49：33–55．
岡崎登志夫・渡辺昌和・稲村　修・北川忠生・田部雅
昭・長田芳和．2006．ミトコンドリアDNAによるイ
タセンパラ地域集団の遺伝的類縁関係．DNA多型，
14：276–280．
大阪府．2007．環境省国内希少野生動植物種保護増殖
事業（イタセンパラ）．平成12–17 年度イタセンパラ
保護増殖事業報告書．淀川水系イタセンパラ研究会
（編），大阪，308 pp.

Oshiumi, C. and J. Kitamura. 2009. The reproductive ecol-
ogy of the southern red tabira bitterling (Acheilognathus
tabira jordani) in Japan. J. Fish Biol., 75: 655–667.

Sato, T. and Y. Kano. 2008. A simple technique for remote
identification of individual spawning fishes. J. Fish Biol.,
73: 1046–1052.

Solomon, G., K. Matsushita, M. Shimizu and Y. Nose. 1985.
Age and growth of rose bitterling in Shin Tone River. Bull.
Jpn. Soc. Sci. Fish., 51: 55–62.
田中　晋．1997．イタセンパラ．長田芳和・細谷和海
（編），pp. 86–94．よみがえれ日本産淡水魚　日本の
希少淡水魚の現状と系統保存．緑書房，東京．
上原一彦．2007．イタセンパラの増殖方法に関する研
究．博士学位論文．近畿大学，奈良．
上原一彦．2008．イタセンパラの野生復帰の条件．関
西自然保護機構会誌，30: 95–101．

Uehara, K., K. Kawabata and H. Ohta. 2006. Low tempera-
ture requirement for embryonic development of Itasenpara
bitterling Acheilognathus longipinnis. J. Exp. Zool., 10:
1–7.
山崎裕治・中村友美・西尾正輝．2009．富山県氷見市
河川においてオオクチバスに捕食されていたイタセン
パラ．魚類学雑誌，56: 76–77．

42 北村淳一・西尾正輝


