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小規模水槽におけるイタセンパラの成長および生残に 
影響を及ぼす環境要因
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Environmental factors affecting growth and survival of the Itasenpara bitterling in a small aquarium
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要旨：国指定天然記念物であるイタセンパラについて小規模水槽飼育を実施し、飼育条件の違いが成長や生残に与
える影響を調査した。実験条件として、1日あたりの給餌の頻度（1回、3回）、個体の密度（5匹、20匹）そして日
当たり（日なた、日陰）の 3つの項目に注目した。これらの条件を組み合わせた 8通りの実験群を 3組ずつ用意し、
1か月ごとに生残率を算出し、標準体長および体重を計測した。さらに、本種の繁殖期とされる 9月および 10月に
おける計測については、性成熟の判定を行った。飼育実験の結果、豊富な餌量の供給および低密度における飼育に
よって、良好な成長が期待できることが示唆された。一方で、残餌や高水温に起因する水質悪化が、摂餌活性およ
び生残率の低下をもたらす可能性が示された。また、すべての実験群において性成熟する個体が出現した。これら
のことから、保護池のような広大な土地が確保できない場所においても、効果的な条件を整えた小規模水槽におい
て本種の飼育は可能であり、有効な保全方策の 1つとなることが明らかとなった。
　　キーワード：給餌、性成熟、絶滅危惧種、日当たり、密度

Abstract: We conducted small-scale rearing of the endangered species Itasenpara bitterling (Acheilognathus longipinnis) to 
elucidate the effects of rearing conditions on growth and survival. We focused on daily frequency of feeding (once or three 
times), density (5 or 20 individuals), and weather conditions (sunshine or shade). We established three experimental groups of 
16 each, which were combinations of these conditions. We determined survival rate and measured standard length and weight 
monthly throughout the experiment. In addition, we determined sexual maturation status. The results suggest that growth was 
suitable under abundant sunshine at a low density. On the other hand, deteriorating water quality from leftover feed and high 
water temperature decreased the survival rate. Fish in all experimental groups sexually matured. Consequently, rearing this 
species in a small aquarium was possible based on the conditions tested, and could be an effective method for conservation of 
this species.
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調査報告

はじめに

　イタセンパラ Acheilognathus longipinnis Reganは、コ
イ科タナゴ亜科タナゴ属に属する日本固有の純淡水魚で

ある。本種は琵琶湖淀川水系、濃尾平野および富山平野
のそれぞれの地域において、河川敷内に形成されるワン
ドや、かんがい用のため池および農業用水路に生息して
いる（田中 1997；小川 2008；西尾 2011）。本種は産卵
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期（9 月 ～ 11 月 ） に、 イ シ ガ イ Unio douglasiae 
nipponensisおよびドブガイ属貝類 Anodonta spp.などの
生きた淡水二枚貝の中に卵を産みつけるというタナゴ亜
科特有の繁殖生態を有する（氷見市教育委員会 2008；
Kitamura et al. 2009）。産卵期のオスは婚姻色を呈し、体
色は紫紅色を帯び、蒼白色の腹鰭や尻鰭は黒く縁取られ
る（上原 2007）。一方、メスは二枚貝類に卵を産みつけ
るための産卵管を伸長させる。二枚貝に産みつけられた
卵は、約 1週間で孵化し、約半年間貝の中で過ごした後、
4月下旬から 6月中旬にかけて二枚貝から水中に泳出す
る（上原 2007；氷見市教育委員会 2008；小川 2008）。
　現在本種は、いずれの生息地においても個体群の存続
が危ぶまれている。例えば、琵琶湖淀川水系において、
2006年以降の生息が確認されておらず、野生絶滅の可
能性が示唆されている（河合 2011）。また、濃尾平野の
木曽川においては、本種の自然繁殖は確認されているも
のの、個体数は減少傾向にあるとされている（森 2011；
佐川ほか 2011）。一方、富山平野では、富山県氷見市を
流れる万尾川および仏生寺川において、本種の生息が継
続的に確認されている（氷見市教育委員会 2006, 2008, 
2010；西尾 ほか 2012）。しかし、万尾川および仏生寺川
においても生息地周辺の整備・開発や外来生物の侵入が
進行しており、本種は絶滅の危機に瀕している．（田中 
1997；氷見市教育委員会 2008；山崎ほか 2009）。これら
の理由のため、本種は、国指定天然記念物（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（「淡水魚類のレッドリストの公表につ
いて（汽水・淡水魚類）」、http://www.env.go.jp/press/file_
view.php?serial=21437&hou_id=16264、2015年 6月 23日
確認）に指定されている。
　このような事態に対し、それぞれの生息地域において、
生息域外保全の一環として、保護池を造成し、本種の絶
滅回避に加え、将来的な野生復帰を視野に、遺伝的多様
性の維持に配慮した継代飼育が行われている（上原 
2007；氷見市教育委員会 2005, 2006, 2008, 2010, 2012；
北村・西尾 2010；山崎ほか 2010；西尾 2011；Ogawa et 
al. 2011；Kitanishi et al. 2013）。これら施設を利用した飼
育や繁殖に関する研究が行われているが（宮下 1996, 
2000）、成長や性成熟に適した飼育条件は必ずしも明ら
かにされていない。また、規模の大きな保護池などの人
為管理下における飼育は、飼育個体群における人為環境
への適応のおそれが指摘されており（Frankham et al. 
2002）、飼育個体群の野生復帰を見据えた場合、飼育下
における環境適応を避ける必要がある。このような課題

を解決する上で、小規模水槽における飼育は、対象生物
を適切に飼育するための条件設定が可能となり、加えて、
飼育環境への適応を回避する上で有効とされている
（Frankham et al. 2002）。希少淡水魚における小規模水槽
等を用いた飼育試験としては、ミヤコタナゴ Tanakia 
tanago Tanakaでの網生け簀を用いた飼育試験（勝呂 
1998）やウシモツゴ Pseudorasbora pugnax Kawase and 
Hosoyaの繁殖特性試験（望月・大原 2011）が行われて
おり、いずれもその有効性が示されている。一方、イタ
センパラにおいては、これまで小規模水槽を用いた飼育
条件の検討は行われていない。
　そこで本研究では、イタセンパラの人為的な飼育を行
う上で最適な条件を明らかにするために、本種の成長、
生残および性成熟に与えることが予想される給餌量、飼
育密度、そして日当たりに注目して、小規模水槽を用い
た飼育実験を実施した。

方　法

材料
　本研究における供試魚は、2011年 5月 31日に、富山
県氷見市の万尾川において採集したイタセンパラの稚魚
（全長 7.6 ± 0.3 mm）を用いた。イタセンパラの稚魚は、
採集後すみやかに、富山大学理学部・氷見市連携研究室
の屋外に設置された 2つの FRP製の全面水色の水槽
（B120 × W80 × H55 cm　水量 400 L）に移動させ、アユ
用人工餌料（くみあい配合飼料ニュー新鮎 PC）を細粒
上にしたものを与えながら、7日間の馴馳期間を設けた。
なお、本研究は、イタセンパラの移動や飼育を伴うため、
氷見市、文化庁および環境省から指導および許可を得て
実施された。

実験条件
　飼育実験は、プラスチック製の全面水色の小規模水槽
（B71 × W52 × H28 cm 水量 80 L）において、給餌量、飼
育密度および日当たりの 3つの条件を設定し、実施され
た。飼育実験は 2011年 6月 7日に開始し、本種の産卵
期（北村・西尾 2010）にあたる 10月上旬まで実施した。
給餌量の違いを明らかにするために、餌を 1日に 3回与
える群（以下、給餌 3回群）と餌を 1日に 1回与える群
（以下、給餌 1回群）の 2つの実験群を設けた。給餌量
については、実験開始から 1か月間は、1回あたり 0.1 g
（乾燥重量）のアユ用人工餌料を与え、その後も同様の
人工飼料 1.0 g（乾燥重量）を与えた。給餌を行う時間は、
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3回群では 10時 30分、13時 30分および 16時 30分とし、
1回群では 10時 30分とした。なお、餌として、前述の
アユ用人工餌料を用いた。飼育密度として、水量約 80 
Lに 20尾（以下、密度 20尾群）あるいは 5尾（以下、
密度 5尾群）の 2群を設定した。なお、実験期間中の飼
育密度の維持するために、余剰個体は引き続き FRP製
の水槽内で飼育を継続した。日当たりは、本種の餌生物
である藻類の繁茂、水温、さらには日長に影響を及ぼす
と考えられる環境条件を設定するために、実験水槽を直
射日光が当たる場所（日中晴天時：37000～ 92000 lux　
以下、日なた群）と直射日光の当たらない場所（同：
600～ 1600 lux　以下、日陰群）に分けて設置した。なお、
日陰は、遮光ネット（遮光率 75％、ポリエチレン製　
株式会社コメリ）を用いて作られた。
　そしてこれら 3つの条件を組み合わせた 8通りの実験
条件を持つ水槽を 3基ずつ、合計 24基の実験水槽を設
置した。すべての実験水槽の水は水替えを行わず、日な
た群については雨水のみが供給される状況であった。底
質は、極細粒砂（粒径：0.0625～ 0.125 mm；Wentworth 
1922）を各水槽の底面に厚さ 5 cmとなるように敷き詰
めた。エアーポンプ（INNO-β6000W ニッソー社、吐出
量 6.0 L/min）、エアーチューブ（内径 4 mmシリコンチ
ューブ）およびエアーストーンは全て同じ規格のものを
使用し、1台のエアーポンプから 6基の水槽に対して、
等量の酸素を供給するように調整した。また、日なた群
と日陰群の水温を測定するために、水槽内にそれぞれ 1
個ずつ小型防水型温度計測ロガー（ストアウェイ ティ
ドビット Onset社）を沈めて 1時間間隔の水温を計測し
た（表 1）。

計測方法
　実験開始日から約 1か月ごとにイタセンパラの標準体
長、体重および生残数を計測した。ただし、7月の計測
では実験個体に与える影響を考慮し、体重を計測しなか
った。また、本種の繁殖期とされる 9月および 10月の
計測では、3つの項目に加え、性成熟を判定した。標準
体長については、ノギスを用いて 0.1 mm単位で、体重

については、電子天秤を用いて 0.1 g単位で、それぞれ
計測した。性成熟の判定において、オスについては、臀
鰭の縁が黒色を帯びており、腹部を指で軽く押すことで
精子が噴出する個体を性成熟した個体とみなした。一方
メスは、産卵管を有し、かつ標準体長が 35 mmに達し
ている個体を性成熟した個体とみなした（北村・西尾 
2010）。それぞれの実験水槽ごとに累積された生残率に
ついて、計測時における実験水槽内の生息数を数えるこ
とで算出した。ただし、飼育密度を維持するために、実
験開始後 1週間および 7月の計測終了後には、死亡個体
が出現した実験水槽に対して、余剰個体から死亡個体数
分を新たに実験水槽に補充した。このため生残率は
100％として扱った。8月以降も、実験個体の死亡が確
認されたが、実験群と余剰個体における成長のばらつき
が大きくなったため、死亡個体が発生しても補充は行わ
なかった。

解析方法
　本種の標準体長、体重および生残率の差を検出するた
めに、給餌頻度、飼育密度および日当たりのそれぞれの
環境条件を要因とする一元配置分散分析（one-way 
ANOVA）を各月ごとに行った。この際、本種は、雌雄
における体長および体重に差はないとする報告があるた
め（宮下 2000）、上記の解析において、水槽ごとの性比
は考慮しなかった。
　上記のすべての統計解析には、IBM SPSS Statistic19
を用いた。また、変量の正規性および等分散性を仮定す
るために、標準体長および体重については対数変換を行
い、生残率については逆正弦変換した値を用いた（ソー
カル・ロルフ 1983）。

結　果

給餌頻度
　標準体長および体重について、いずれの測定月におい
ても給餌 3回群が有意に高い値を示した（表 2）。一方、
生残率については、7月および 9月の両測定月において、

表 1．日なた群、日陰群および万尾川の 6～ 9月までの平均水温、最高水温および最低水温。
日なた 日陰 万尾川

水温（℃）
6月（最低 -最高） 24.64（16.3-36.2） 21.72（17.4-25.8） 22.7 （18.0-27.0）
7月（最低 -最高） 28.07（20.6-40.1） 25.55（22.0-28.8） 26.33（20.3-33.1）
8月（最低 -最高） 27.87（21.6-39.5） 25.82（22.3-29.0） 29.19（24.4-33.4）
9月（最低 -最高） 23.74（13.0-35.8） 22.5 （15.2-27.3） 25.74（19.0-34.4）
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1回群が有意に高い値を示し、8月および 10月の両測定
月では有意な差が認められなかった。

飼育密度
　標準体長および体重について、いずれの測定月におい
ても密度 5尾群が有意に高い値を示した。一方、生残率
については、いずれの測定月においても有意な差は認め
られなかった。

日当たり
　標準体長では、7月の測定月には日なた群、10月の測
定月には日陰群がそれぞれ有意に高い値を示した。体重
については、10月の測定月のみ日なた群が有意に高い
値を示し、8月および 9月の両測定月において有意な差
は認められなかった。生残率については、8月、9月お
よび 10月において日陰群が有意に高い値を示した。

性成熟
　9月に 92.70％（n = 216/233）の個体が性成熟し、10
月については、98.96％（n = 191/193）の個体が性成熟
した。それ以外の月では性成熟した個体は確認されなか
った。

考　察

　小規模水槽を用いた飼育実験において、標準体長は、
6月から8月にかけて、また体重は8月から9月にかけて、
それぞれ顕著に増加した。そして、本種の繁殖期とされ
る 9月から性成熟した個体が出現し、10月までに、ほ
ぼすべての個体が性成熟した。大阪および氷見の保護池
の飼育個体は、5月末から 8月にかけて急速に成長し、
9月に産卵期を迎え、個体の多くは繁殖後に死亡すると
いう生活史をもつ（氷見市教育委員会 2006, 2008；小川 
2011；上原 2011）。また、本種は飼育下において、日長
条件が 14時間から減少することが、性成熟の引き金と
なることが明らかとなっている（上原 2007, 2011）。本
研究の飼育条件を使用することにより、保護池の飼育個
体群と同様に、小規模水槽において本種を確実に成長さ
せることができ、かつ高頻度で性成熟させることが可能
であることが示された。
　また、すべての実験群において、9月計測時に比べ、
10月計測時では、標準体長の減少および体重の増加が
確認された。本種は生殖腺成熟や繁殖行動のエネルギー
源となる栄養を蓄積する内部構造である脂肪体を発達さ
せることが報告されている（小川 2011）。このため、本
実験における成長の停滞および体重の増加は、性成熟の
ための脂肪体発達に起因する可能性が示唆される。

表 2．異なる飼育条件における標準体長、体重および生残率の比較。

給餌 3回 給餌 1回
ANOVA result

密度 20尾 密度 5尾
ANOVA result

日なた 日陰
ANOVA result

F P F P F P

標準体長（mm）
実験開始時 7.6 ± 0.3

7月計測 23.9 ± 4.8 19.2 ± 4.1 68.5 <0.001 20.4 ± 4.6 24.4 ± 5.3 24.9 <0.001 22.8 ± 4.7 19.7 ± 5.0 28.7 <0.001

8月計測 44.3 ± 6.0 34.8 ± 4.5 179.8 <0.001 37.6 ± 6.7 44.1 ± 5.7 38.8 <0.001 39.5 ± 6.2 38.5 ± 7.8 2 n.s.

9月計測 49.1 ± 6.8 43.5 ± 5.0 57.6 <0.001 45.0 ± 5.9 51.3 ± 6.8 31.6 <0.001 46.3 ± 5.3 46.3 ± 7.9 0.1 n.s.

10月計測 45.4 ± 8.1 42.7 ± 5.2 4.8 <0.05 42.2 ± 6.1 50.8 ± 5.0 58.6 <0.001 42.5 ± 5.4 45.1 ± 7.6 5.2 <0.05

体重（g）
8月計測 1.7 ± 0.7 1.0 ± 0.4 74.8 <0.001 1.2 ± 0.6 1.9 ± 0.6 53.7 <0.001 1.2 ± 0.4 1.5 ± 0.8 1 n.s.

9月計測 3.2 ± 1.0 1.9 ± 0.6 89.8 <0.001 2.4 ± 1.0 3.3 ± 0.9 32.0 <0.001 2.6 ± 1.0 2.5 ± 1.1 0.5 n.s.

10月計測 3.5 ± 1.0 2.1 ± 0.6 78.1 <0.001 2.6 ± 1.0 3.4 ± 0.9 19.5 <0.001 3.0 ± 1.0 2.6 ± 1.1 6.5 <0.05

生残率（％）
7月計測 89.5 ± 19.3 99.6 ± 1.4 5.5 <0.05 90.8 ± 19.1 98.3 ± 5.8 3.3 n.s. 95.7 ± 6.5 93.4 ± 19.1 0.6 n.s.

8月計測 87.8 ± 17.1 96.9 ± 6.2 4.3 n.s. 94.7 ± 6.1 90.0 ± 18.1 0.3 n.s. 87.2 ± 16.8 97.5 ± 5.8 5.7 <0.05

9月計測 72.7 ± 30.0 90.2 ± 12.0 5.0 <0.05 89.5 ± 9.8 73.3 ± 31.1 1.5 n.s. 70.4 ± 29.4 92.6 ± 8.8 6.7 <0.05

10月計測 68.0 ± 33.0 75.8 ± 29.8 0.9 n.s. 80.2 ± 24.0 65.0 ± 35.3 1.3 n.s. 52.1 ± 32.2 91.7 ± 10.7 17.2 <0.001

n.s.:P>0.05
ANOVAの結果および月ごとのそれぞれの群を平均±標準偏差で示す。
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　本種は、体重と卵数が正の相関を示す（上原 2007）
ことから、継代飼育においては、標準体長および体重を
効率的に増加させる必要がある。本研究の飼育条件の中
で、給餌頻度および飼育密度の違いにより、標準体長お
よび体重に有意な差が確認された。特に給餌 3回群およ
び密度 5尾群が有意に高い値を示した。そのため、小規
模水槽内において本種を効率的に成長させるためには、
豊富な餌および低密度による飼育が必要であると考えら
れる。
　給餌頻度の違いにおける成長の差は、総給餌量の差お
よび 1尾あたりの給餌量の差に起因すると考えられる。
同様に、飼育密度の違いにおける成長の差が生じた原因
として、すべての実験群の給餌量を同量としたことから、
1尾あたりの給餌量の差が強く関与していると推察され
る。これに加え、高密度に伴う水質悪化および空間の制
限などがもたらすストレス（八重樫・佐々木 1992；
Shubha and Reddy 2011）によって、摂餌活性が低下し、
成長を妨げたことも考えられる。
　一方、7月以降の生残率については、日なた群の生残
率が顕著に低下した。本種が生息する万尾川では、夏季
の最高水温が 35℃を超えることはないため（Nishio et 
al. 2015）、日なた群における生残率の低下には、夏季に
40℃前後になった水温の影響が考えられる（高橋ほか 
1987；平田ほか 2009）。また、7月および 9月において、
給餌 3回群が有意に低い生残率を示した。これは、残餌
に起因する水質悪化が原因であると考えられる。これら
のことから、本種の飼育下においては、過度な給仕を避
け、水温は 35℃を超えないよう、日陰を作るなどの対
策が必要である。

小規模水槽における飼育および繁殖に向けて
　本研究の結果から、小規模水槽におけるイタセンパラ
の効率的な成長と生残率の維持を考慮した飼育条件とし
て、9月までは、効率よく成長を促すことができると期
待される、給餌 3回および密度 5匹の飼育条件を採用す
るべきである。一方、生残率の低下を防ぐために、高水
温にならない日陰による飼育が必要となる。加えて、9
月以降は残餌による水質悪化を防ぎ、生残率を維持する
ために、給餌 1回とするべきである。
　一方で、飼育個体の野生復帰を考えた場合、継代飼育
中における遺伝的多様性の維持や飼育環境への適応回避
を考慮した飼育および繁殖を行わなければならない
（Frankham et al. 2002）。小規模水槽を用いた本研究では、
人工餌料による飼育を行ったが、今後は飼育環境への適

応を避けるために、本種の餌生物であるミジンコや藻類
などの天然餌料給餌による飼育実験を行う必要がある。
　本研究において、小規模水槽におけるイタセンパラの
飼育方法を提案することができた。この結果、保護池の
ような広大な土地が確保できない場所においても、小規
模水槽を用いた生息域外における有効な保全方策を選択
することが可能となることが期待される。
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