
侵 略的外来種の侵入は，その土地固有の生態
系を撹乱し，競争排除や捕食によってその

土地固有の生物種を絶滅に導いており，地球規模
の生物多様性の減少の主要因となっている．その
ため，外来種の生息実態を把握し，効果的な防除
策を講じることが国際的に急務となっている（川
道，2001）．
オオタナゴAcheilognathus macropterusはコイ科
タナゴ亜科に属する純淡水魚で，2000年に初めて
日本の霞ヶ浦で侵入が確認された国外外来種であ
る（萩原，2002）．特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法律により，要注意外
来生物に選定されている（環境省，2004）．本種
は黒竜江から朝鮮半島，中国東岸，海南島に生息

し，他のタナゴ類と同様に，生きた淡水二枚貝に
卵を産み込む特徴的な産卵生態をもっている
（Smith et al., 2004）．本種の産卵期は，朝鮮半島で
は4月上旬から6月上旬で，タガイAnodonta lauta

やイシガイUnio dagurasiaeに産卵し，孕卵数は
32–446個であり，全長が満1年で60–65 mm，満1

年半で75 mmになり，貝の鰓内に卵を産み込むた
めの産卵管の長さは，産卵時に全長の半分から全
長と同じくらいになる（内田，1939）．このような
国外における繁殖生態に関する知見の他に，初期
の個体発生（Suzuki and Jeon, 1989），遺伝的多様
性と系統地理（Zhu and Liu, 2006），産卵管組織
（Khlopova and Varaksin, 2008）の報告がある．
日本のタナゴ類は人間生活に身近な河川中・下
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流域に生息することから，人間社会の近代化によ
る影響を強く受けており，カネヒラを除くすべて
の種・亜種が環境省のレッドリストに掲載されて
いる（環境省，2007）．霞ヶ浦には，在来のタナ
ゴ類としてゼニタナゴ A. typus，タナゴ A.

melanogaster，アカヒレタビラ A. tabira erythro-

pterus，ヤリタナゴTanakia lanceolataの4種が生息
している．しかしながら，ゼニタナゴは1997年7

月に確認された野生集団を最後にそれ以降記録が
なく，すでに絶滅した可能性が高い（萩原，2007）．
他の3種も近年定置網による捕獲数が少なくなっ
ており（萩原，未発表），絶滅が危惧されている
（諸澤・藤岡，2007）．
本研究では，霞ヶ浦のオオタナゴについて，繁
殖生態（産卵期・成熟割合・成熟サイズ・孕卵
数）と生活史（肥満状態・個体群動態・成長・寿
命）を明らかにし，本種が霞ヶ浦の在来タナゴ類
に及ぼす影響を考察した．

材 料 と 方 法

調査は霞ヶ浦（湖面積約 220 km2，平均水深 4

m）の江戸崎入り湾入部の新古渡橋付近（北緯
35°58�14.43�，東経140°21�12.15�）に漁業用に設
置された小型定置網において，2006年 4月から
2008年7月まで不定期に行われた．定置網は誘導
網の長さが約80 mで，沖合側の先端部に返しの付
いたメッシュサイズ4 mmの捕獲用網罠が3つ接続
されている．魚類を誘導する時間は約24時間であ
る．定置網で捕獲されたすべてのオオタナゴにつ
いて，漁業者宅にて標準体長を0.1 mm単位で，体
重を0.01 g単位で計測した．雌については産卵管
長を0.1 mm単位で計測した．その後，解剖して生
殖腺を0.01 g単位で計測した．また，雌において，
卵巣における各卵粒が分離した状態のものを完熟
卵と定義し，完熟卵重量を 0.01 g単位で計測し，
完熟卵数を計数した．生殖腺の発達と水温との関
係を検討するため，調査地点から約4 km離れた美
浦村に位置する霞ヶ浦沿岸表層水温データ（国立
環境研究所，2009）を参照にした．さらに産卵期
を推定するため，成熟度合いの指標として生殖腺
体指数〔生殖腺重量（g）�102/体重（g）〕と産卵
管長を用いた．また，健康状態を推定するため肥
満度〔体重（g）�103/｛標準体長（cm）｝3〕を用い
た．雄の生殖腺体指数と肥満度は2007年4月から
計算した．
体長と産卵管長，体長と完熟卵数，体長と精巣
重量との関係については，回帰分析を行った．肥

満度の雌雄差や季節的な違いを知るために，2元
分散分析を用いて解析した．解析には統計パッ
ケージ R ver. 2.8.1（ R Development Core Team,

2008）を用い，棄却率はすべてP�0.05とした．
各月の体長頻度分布から，単一年級群の体長組
成は正規分布すると仮定し，正規確率紙により各
年級群と集団サイズを推定した（水野，1993）．
各年級群の繁殖力を評価するため，1）2007年4

月に採集されたすべての雌を体長に基づいて各年
級群に分け，2）各年級群に含まれる雌個体ごと
の孕卵数を体長より推定し，3）各年級群につい
て推定孕卵数を合計し，4）全年級群の合計推定
孕卵数に対する各年級群の合計推定孕卵数の割合
を計算した．

結　　　　　果

繁殖生態 雌の平均生殖腺体指数は 9月に約
2%と最低値を示し，以後2月まで微増した（Fig.

1）．そして3月以降急激に増加して，5月から6月
にピークが見られ，8–9%に達した．雄の平均生殖
腺体指数は雌と同様の季節変化を示したが，雌に
比べて低く，9月には0.5%未満と最低になり，最
大でも4月の約5%であった．雌の生殖腺体指数が
ピークに達したときの水温は約 15°C以上であっ
た．
平均産卵管長は9月に約5 mmと最低値を示し，

11月に約10 mmに伸長したが，その後短くなり，
2月には約7 mmとなった（Fig. 2）．その後徐々に
伸長し，3月には約10 mm以上となり，4月になる
と急激に伸長して4月中旬には最大値で80 mmを
越えた個体が観察された．平均産卵管長が50 mm

以上である期間は7月中旬までであった．
採集されたすべての雌個体の産卵管長は，標準
体長との間に相関関係は認められるものの（回帰
分析， y�2.88x�4.17, F1,997�342.6, P<0.001, R2�

0.26, n�1004），R2は低かった．標準体長が約 60

mmを越えると，産卵管長が80 mm以上を示す個
体が観察された．完熟卵を有する雌個体の平均標
準体長は 8 0 . 4 m m �1 1 . 2（標準偏差）（範囲
55.0�98.6 mm, n�67），平均産卵管長は62.9 mm�

18.9（4.0�93.0 mm, n�67）であり，両者の間に有
意な相関関係は認められなかった（回帰分析，
y��0.52x�2.75, F1,65�1.7, P�0.20, R2�0.010,

n�67）．またこれらの個体の完熟卵数（165.1個
�109.3，3–454個）と標準体長との間にも，相関
関係は認められなかった（回帰分析，y�1.03x�

0.13, F1,65�1.6, P�0.21, R2�0.009, n�67）．卵巣
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重量に対する完熟卵重量の上限は約60%で，その
頻度分布は，完熟卵率が上限に近い 40–60%に
ピークが見られた（Fig. 3）．排卵直後の個体は全
卵巣重量の約 40%以上の完熟卵を有しており，
40%未満の個体は排卵が進行中か，あるいは完熟
卵の一部をすでに産卵していると推定された．完
熟卵率 4 0 %以上の個体において，完熟卵数
（202.1個�102.4，51–454個）と標準体長（79.3

mm�11.6，55.0–98.6 mm）の間には有意な正の相
関があり（回帰分析，F1,47�76.1, P	0.001; Fig. 4），
孕卵数（F）と標準体長〔L（mm）〕から回帰式
F�8.5�10�4 L2.8が示された．
採取されたすべての雄個体の精巣重量（0.13 g�

0.15，0–1.04 g）と標準体長（71.8 mm�15.4，
44.6–116.8 mm）の間には有意な正の相関関係が

あった（回帰分析，y�3.56x�4.66, F1,385�219.8,

P	0.001, R2�0.36; n�456）．また精巣発達期の
3–5月における各月の精巣重量は，すべての月で
標準体長との間に有意な正の相関関係があった
（回帰分析，3月，F1,49�51.8, P	0.001, R2�0.50；
4月，F1,55�215.1, P	0.001, R2�0.79; 5月，F1,25�

90.3, P	0.001, R2＝0.77; Fig. 5）．
生活史 平均肥満度は雌雄とも 12–1月に最低
値を示し，その後2–5月に上昇するが6月には減少
した．その後7–9月に再上昇する二山形を示す年
周期が観察された（Fig. 6）．雄の肥満度は，2–5

月のピーク期に約25%で雌に比べて低く，6月の
減少期には22%以下を示した．雌雄間と日付間の
それぞれで有意差が認められ，さらに有意な交互
作用も見られた（2元分散分析，雌雄；F1,889�
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Fig. 1. Seasonal changes in gonadosomatic index (GSI, mean �S.D.: —�—) of Acheilognathus
macropterus (females (n�1004), males (n�456)) and water temperature (�). Data for males ob-
tained from April 2007 to July 2008.



27.6, P	0.001，日付； F39,889�25.4, P	0.001，性
別�日付；F36,889�1.7, P	0.001）．

2007年 2月において標準体長の頻度分布から，

35–40 mm，60–65 mm，80–85 mmのピークが認め
られた（Fig. 7）．これらはそれぞれ満 0歳（2006

年春生まれ，以下2006年級群），満1歳（2005年
級群），満2歳（2004年級群）と推定された．4月
になるとそれぞれの年級群は 55–60 mm，75–80

mm，95–100 mmに成長したが，それ以降6月まで
成長は認められなかった．7月には25–30 mmに新
たなピークが出現した．これは春生まれの2007年
級群と推定された．2007年級群は10月には40–45

mmとなったが，それ以降2008年1月まで成長し
なかった．2–4月には2004年級群のピークが認め
られたが，それ以降この年級群は認められなかっ
た．各年級群と集団サイズから推定された2–4月
の満0歳，1歳，2歳の年級群の各集団サイズは，
それぞれ 372（全個体に占める割合 75%），101

（20%），26（5%）であった．4月の結果から推定
された満0歳，1歳，2歳の年級群の孕卵数比は，
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Fig. 2. Seasonal changes in ovipositor length (OPL, mean�S.D.) of females Acheilognathus
macropterus (n�1004).

Fig. 3. Frequency distribution of ratios of ripe egg
weight to ovarium weight (n�67).

Fig. 4. Relationship between log10 standard body
length (SL) and log10 number of ripe eggs of females
with ratio of ripe ova weight to ovarium weight
40%
(n�49).

Fig. 5. Relationships between log10 testis weight and
log10 standard body length (SL) of males in March,
April and May, 2008.



それぞれ45，29，26%となった．

考　　　　　察

繁殖生態 生殖腺体指数と産卵管長の季節変化
から，霞ヶ浦でのオオタナゴの産卵期は4月中旬
から7月中旬であると推定された．タナゴ類の産
卵期については春産卵型（ 4–6月），秋産卵型
（9–11月），春–初秋産卵型（5–9月）の3型があ
り（中村，1969），オオタナゴは春産卵型と判断
される．本種の産卵管長は産卵期の4月中旬には
80 mmを越え，さらに完熟卵を有する個体の平均
産卵管長は62.9 mmであった．完熟卵保有時の産
卵管長は，ニッポンバラタナゴRhodeus ocellatus

kurumeusとイチモンジタナゴA. cyanosigmaにおい
て，鰓内の水路に産み込まれた卵の位置から出水
管までの距離と相関することが報告されている
（Kitamura, 2006a, b）．霞ヶ浦水系に生息する春産
卵型タナゴ類の完熟卵保有時の産卵管長は，アカ

ヒレタビラでは18.8 mm（霞ヶ浦水系，萩原，未
発表），タナゴでは23.8 mm（霞ヶ浦水系，北村・
諸澤，未発表），ヤリタナゴでは約20 mmである
（櫛田川水系，Kitamura, 2007）．それゆえ，オオタ
ナゴは貝の鰓内でも水管から最も奥側を，他の3

種は水管近くの手前側を利用し，鰓内の産卵空間
資源を分割しているのかもしれない．つまり，オ
オタナゴがもつ長い産卵管は，在来種よりも鰓内
の水管側より奥の産卵部位まで利用できる潜在性
をもつため，他種との競合が緩和され，定着成功
に役立ったのかもしれない．将来において，霞ヶ
浦産のタナゴ類が利用している二枚貝類の鰓内の
産卵位置を調査する必要があるだろう．
生活史 体長頻度分布よりオオタナゴは，2–4

月と9–10月に成長が認められた．また，肥満度に
は2–5月と7–9月の2つのピークを示す年周期が観
察された．さらに，雌雄の生殖腺体指数は4月中
旬から7月中旬に高い値を示した．このことから，
2–4月と9–10月は成長に栄養を投資していると考
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Fig. 6. Seasonal changes in body mass index (BMI, mean�S.D.) of females and males. Data for
males obtained from April 2007 to July 2008.



えられた．5–7月には成長が認められず，6月には
肥満度が減少したことから，雌では栄養の多くが
生殖腺に投資されたと推定される．雄では産卵と
いう急激な栄養の体外排出がないにもかかわらず，
6月における肥満度が雌よりも低くなった．これ
は，生殖腺への投資だけではなく，雌への求愛行
動や産卵資源である二枚貝を巡る種内・種間競争
（Smith et al., 2004）に栄養を費やした結果である
と考えられる．このような雌の産卵行動に先行す
る雄の栄養消費が，雌雄間に見られた肥満度の季
節的な変動パターンの違いを説明する要因の1つ
かもしれない．
オオタナゴの繁殖周期を決定する要因の1つと
しては，水温が考えられる．水温の上昇は貝内に
いるタナゴ類卵仔魚にとって，環境中の夜間の溶

存酸素濃度の低下を引き起こすほか，仔魚の代謝
量の増加をもたらすことから，酸欠による死亡率
を高め負の影響を与える（Kitamura, 2005）．アカ
ヒレタビラの産卵期（水温22°C）において26°C

や30°Cの環境に置くと高温抑制が起き，生殖腺体
指数が大幅に減少する（羽生，1991）．オオタナ
ゴにおいて，生殖腺体指数が高かった時期は，水
温が最高値を示す8月より1ヶ月早い7月頃までで
あったことから，本種は高水温が卵仔魚へもたら
す負の影響を避けるために，水温が高くなる前に
生殖腺への栄養の投入を停止するのかもしれない．
オオタナゴの繁殖周期の外部環境要因に関しても，
生殖腺組織の観察等により明らかにする必要があ
る．
オオタナゴでは4月まで満2歳年級群が認められ
たが，それ以降消失した．したがって寿命は長く
て3年程度であると思われる．2–4月の全個体数に
対する各年級群の割合をみると，満0歳年級群が
全体の75%となり，前年生まれの世代が大部分を
占めていた．各年級群の繁殖力を評価するため，
体長組成と体長－孕卵数の回帰式から産卵初期の
4月における各世代の孕卵数比を求めた結果，満0

歳，1歳，2歳の年級群の孕卵数比はそれぞれ45，
29，26%となった．しかし，産卵期を通しての潜
在的孕卵数（annual potential fecundity）で評価し
た例によると，繁殖力は体長の他に産卵期の長さ
や排卵周期に影響を受ける（Solomon et al., 1984）．
また産卵期の生殖腺の発達は各世代で必ずしも同
調しておらず，満1歳と2歳の年級群で早い傾向
がある場合もあり（長田，1985），本種についても
詳細な繁殖生態を明らかにし，繁殖に寄与する年
級群を明らかにする必要がある．
在来タナゴ類に及ぼす影響 霞ヶ浦水系に生息
する在来タナゴ類の産卵期は，アカヒレタビラで
は 4月下旬から 6月上旬（茨城県；霞ヶ浦水系，
清水・羽生，1981），タナゴでは5–6月（関東地
方，中村，1969），ヤリタナゴでは3–6月（福岡
県；矢部川水系，Nagata and Nakata, 1988），4–8

月（岡山県；旭川水系，Kondo et al., 1984），4–7

月（三重県；櫛田川水系，Kitamura, 2007）であ
る．オオタナゴは霞ヶ浦の在来種であるこれら3種
と同じ春産卵型であると推定され，共通の産卵資
源である二枚貝類をめぐり競争が生じている可能
性がある．タナゴ類は二枚貝の利用に関して種内
および種間競争が緩和するように，産卵時期，産
卵母貝の種類やサイズおよび生息場所，貝の鰓内
での産卵部位などを決定し，あるいは可塑的に変
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Fig. 7. Seasonal changes in standard body length
(SL)—frequency distribution in 2007. n-total number
of samples.



化させている（Kitamura, 2006a, b, c, 2007; Kita-

mura et al., 2009）．タイリクバラタナゴは侵入して
すでに60年以上経過したが，霞ヶ浦の在来の春産
卵型タナゴ類とは流入河川，湖岸，農業用水で共
存関係が成立していると推定され（諸澤・藤岡，
2007），共存機構の1つとしてアカヒレタビラとは
産卵母貝種を産み分けている可能性がある．オオ
タナゴは侵入してまだ10年程度であり，分布域の
拡散と個体数増加により，生息環境の類似したと
ころに生息する在来の春産卵型タナゴ類との間に
は，今まさに不安定な競争関係が生じている可能
性がある．しかしながら，オオタナゴは湖岸から
約200 mの沖合にわたって捕獲されるなど開放水
面を好み，流入河川，農業用水などの狭隘な環境
ではほとんど捕獲されていないなど，生息場所の
選好性に特徴がある（萩原，未発表）．このため，
オオタナゴは湖岸近傍において在来種と生息場所
に重複があるものの，競争種との関係で空間利用
特性が変化して共存できるかもしれない（鷲谷・
矢原，1996）．タナゴ類の産卵資源と空間利用に
おいて，オオタナゴの侵入という擾乱に対して生
態系の平衡状態が維持されて共存するのか，別の
状態にシフトして競争排除が起こり，たとえばオ
オタナゴの優占と在来種の減少が起こるのか，タ
ナゴ類の生息状況を継続観察する必要があるだろ
う．
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