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水産増殖（Aquaculture Science）　54（4），515－519（2006）

カマツカ卵の孵化に及ぼす水温の影響

中島　淳1・鬼倉徳雄1・及川　信1・松井誠一1

Effect of Temperature on Hatching of Eggs of the Pike Gudgeon,
Pseudogobio esocinus esocinus

Jun NAKAJIMA
1, Norio ONIKURA

1, Shin OIKAWA
1 and Seiichi MATSUI

1

Abstract: The effect of temperature on the hatching of eggs of the pike gudgeon, naturally 
spawned in a tank, was examined at 11－31°C. At 14－27°C the total hatch was over 60%, indepen-
dent of temperature, with almost 100% hatching normally. Therefore, the optimum hatching tem-
perature for pike gudgeon egg is considered to be in the range of 14－27°C. This is a much broader 
range of temperatures than is known for other fishes. The pike gudgeon is known to be widely 
distributed both upstream and downstream in rivers, and it is thought that such a range in hatching 
temperatures is an adaptation to having such a wide population distribution.
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カマツカ Pseudogobio esocinus esocinusは，コイ科カ
マツカ亜科に属する純淡水魚で，主に河川中下流域の
砂底に生息している。地理的には山形県・宮城県以南
の本州・四国・九州，及び朝鮮半島，中国東北部に広
く自然分布しており（内田 1939; 中村 1969; Kim and 

Park 2002），日本産コイ科魚類の中では極めて広い範
囲に生息している。コイ科魚類としては味もよく，九
州北部では食用としてしばしば利用されている（吉武
ら 1985）。本種は西日本では極めて普通に見られる種
類であるが，関東地方や関西地方など都市圏では減少
傾向にあり（東京都 1990， 1998; 大阪府 2000; 埼玉県 

2002; 群馬県 2002），今後の環境改変の方向によって
はさらに減少する可能性がある。
近年，人為的な環境改変により河川環境は急速に

悪化しており，特にダムや取水堰などの構造物が水温
環境に与える影響は極めて大きい。Webb and Walling

（1993）は，ダム下流において水温低下が生じ，その
後生物群集が変化したことを報告している。また，鬼
倉ら（1998）は，堰により取水され流量の減少した夏
季の河川において水温の上昇が起こり，高温に弱い魚
類の生息が困難になる可能性について指摘している。
河川構造物による水温環境の変化は，そこに生息する
魚類の生存に極めて深刻な影響を与えるものと考えら

れる。
一般に魚類の卵発生は水温に大きく左右され，好

適な温度範囲内でしか正常に孵化しないことが知られ
ている（日暮・田内 1925; 川尻 1927; 山本 1943; 岩井・
柏木 1989）。したがって，卵の孵化可能な水温範囲を
実験的に明らかにすることで，水温環境の変化に伴う
産卵・孵化に及ぼす影響をある程度予測することが可
能であると考えられる。しかしながら，日本の河川性
魚類の代表であるコイ目の最適孵化水温に関する知見
は少なく（日暮・中井 1925; 中井 1927; 中村 1958），
カマツカ亜科魚類に関するものは見当たらない。様々
な河川性魚類において最適孵化水温に関する知見を集
積することは，今後の生物多様性に配慮した河川管理
を行うにあたり意義あるものと思われる。
そこで本研究ではその一環としてカマツカを用い

て，水温による孵化時間，孵化率の変化を調べ，最適
孵化水温について検討を行ったのでここに報告する。

材料および方法

供試卵および培養方法　
実験は，2003年 5月，2005年 4月から 6月，2006年

4月から 5月に得られた受精卵を用いて行った。前日
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もしくは当日に投網により採集した成熟個体を，ポ
リカーボネイト製の500 l円形水槽，もしくは前面の
みガラス張りのコンクリート水槽（125 cm×90 cm×
95 cm）で飼育し，自然産卵した卵を実験に用いた。
なお，産卵時の水温は18.4℃から25.9℃であった。
産卵親魚は主に福岡市南区的場付近（130°25′45″E，
33°32′07″N）の那珂川産を用いたが，2005年 6月に
行った分のみ，佐賀市富士町中原付近（130°12′09″E，
33°26′02″N）の嘉瀬川水系神水川産のものを用い
た。採卵に用いた成熟個体は，雌雄ともに体長90～
160 mm，体重13～80 gであった。各実験における親
魚は，2003年の実験のみ雄 6尾雌 3尾の組み合わせ
で行い，その他はすべて雄 5尾雌 1尾の組み合わせで
行った。
本種の産卵は夜間に行われ，水中に沈性粘着卵を
ばらまく。したがって，水槽内に卵の付着基質として
キンギョ用人工藻（キンランニュータイプ；特殊親水
性プラスチック製，全長150 cm，葉状部分長20 cm，
田中三次郎商店）を収容した。日没直後から 1時間
に 1度水槽を観察して，人工藻に卵が付着しているか
どうか確認した。卵が確認された時点を産卵時刻と
し，人工藻ごと水槽から取り出した。取り出した卵
は，700 mlの培養水の入ったビーカーに移した。そ
れらは 1時間かけて，11～31℃の範囲の様々な水温条
件に馴化させ，孵化まで培養した。培養を行った水
温区は，11，12，14，16，18，19，21，23，24，27，
28，29，30，ならびに31℃の14水温区とした。1つの
ビーカーに収容した卵数は，2003年に行った実験では
平均72粒（n = 5），2005年に行った実験では平均69粒
（n = 14），2006年に行った実験では平均30粒（n = 18）
で，37回の実験において合計1862粒の卵を用いた。培

養水には水道水を24時間以上暴気したものを用い，培
養中は常時微弱な通気を行った。1日 1回実験水温と
同じ温度に調整した新しい培養水と交換した。水温管
理には恒温水槽を用い，すべての水温区で水温の変動
幅は±0.5℃になるよう調節した。
各実験において，孵化仔魚数，死卵数を毎日計数
するとともに，孵化仔魚については全個体を実体顕微
鏡下（20倍）で観察し，正常個体か奇形個体かを確認
し，記録した。実験はすべての卵が孵化あるいは斃死
するまで継続した。

孵化所要時間と全孵化率の解析　
全孵化率は最終的な孵化仔魚数と死卵数の値から以
下の式より算出した。
全孵化率（％）=  100 × 孵化仔魚数／（孵化仔魚数 + 

死卵数）
また，正常孵化率は正常孵化した仔魚数と全孵化仔
魚数の値から以下の式より算出した。
正常孵化率（％）=  100 × 正常孵化した仔魚数 ／ 全

孵化仔魚数
孵化所要時間は孵化開始までの日数で評価した。
産卵時刻より24時間までを 0日，産卵時刻より48時間
までを 1日，とカウントし何日で孵化したかを記録し
た。得られた水温と孵化所要時間のデータを用い，日
暮・田内（1925）の式における恒数αを，また山本
（1943）による Van’t Hoffの Q10値をそれぞれ以下の
式より算出した。
日暮・田内の式：ln D = K－αT

Van’t HoffのQ10値：Q10 = DT / DT+10

D：孵化にかかる日数（d）　T：水温（℃）　α，K：定数

Fig. 1. Relationship between incubation temperature and hatchability in Pseudogobio esocinus esocinus eggs. Closed circles: 
total hatch (including abnormal hatch). Triangles: normal hatch. Figures in parentheses show number of determinations, 
and vertical bars standard deviations.
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Fig. 2. Relationship between incubation temperature (T in °C) and duration of hatching (D in days) after fertilization of 
Pseudogobio esocinus esocinus eggs, plotted on a semi-log scale.

結　　果

孵化率に及ぼす水温の影響　
水温と全孵化率の関係，および水温と正常孵化率の
関係を Fig. 1に示す。孵化可能な水温範囲は12～28℃
であった。全孵化率は14～27℃で60％以上であり，こ
の温度範囲で正常孵化率はほぼ100％であった。実験
により孵化した全仔魚数は993尾であり，このうち14

～27℃では961尾であった。孵化した仔魚のうち形態
に異常を示した個体は12℃区の 8尾，16℃区の 1尾，
28℃区の 2尾で，これらの個体は，正常個体と比較し
て頭部や躯幹部の短縮，あるいは躯幹部のねじれが認
められた。

孵化所要時間に及ぼす水温の影響　
正常個体が孵化した12～28℃の温度範囲における，
孵化所要時間の対数と水温の関係は，1本の直線によ
る回帰式で表すことができた（Fig. 2）。孵化開始まで
の所要時間は，最長で水温12℃区の27日，最短で水温
28℃区の 2日と高水温区ほど短かった。また，日暮・
田内の温度恒数αは0.137，Van’t HoffのQ10 値は3.93

となった。

考　　察

全孵化率は14～27℃で60％以上であり，この温度
範囲では形態の異常を示した個体は16℃区の 1個体の
みで正常孵化率はほぼ100％であった。また，この水
温範囲で全孵化率は水温に拘らずほぼ一定であった。
したがって，14～27℃の範囲を本種の最適孵化水温

とするのが妥当と考えられる。最適孵化水温は，一
般に50％正常孵化率を用いて評価される（岩井・柏木 

1989）。 
本種のこの最適孵化水温の範囲（13℃）は他の水
生生物と比較してかなり広く，孵化可能な水温範囲
（16℃）よりわずかに狭いだけである。これまで最適
孵化水温の範囲に関しては，コイ Cyprinus carpio（日
暮・中井 1925）が約11℃，オイカワ Zacco platypus

（中村 1958）が8.5℃，ウグイ Tribolodon hakonensis

（中井 1927）が約 6℃，スズキ Lateolabrax japonicus

（牧野ら 2003）が10～7.5℃，マダイ Pagrus major（太
平洋中区栽培漁業推進協議会 1987）が 6℃，クロマグ
ロ Thunnus thynnus（宮下ら 2000）が8.6℃，オニオ
コゼ Inimicus japonicus（渡辺ら 2004）が10℃，チョ
ウザメ雑種（白石ら 1995）が10℃以下，水生昆虫の
カゲロウの一種 Ephemerella ignita（Elliott 1978）が
4.2℃，と報告されている。
本種の孵化可能な水温範囲16℃は魚類の中でも比

較的広い部類に入る。範囲が広いものとして，オイ
カワ（中村 1958）の18℃，マダイ（Apostolopoulos 

1976）の17℃，コイ（日暮・中井 1925）の15℃，ア
ユ Plecoglossus altivelis（Kashiwagi et al. 1986）の15℃
などが知られている。また，最も狭いのはムシガレ
イ属の一種 Eopsetta jordani（Alderdice and Forrester 

1971）の2.2℃である。多くの魚種では孵化可能な水
温の範囲は 8℃から10℃程度である（安永 1988;  岩
井・柏木 1989;  Kashiwagi et al. 2000;  宮下ら 2000;  渡
辺ら 2004）。
一般に最適孵化水温は野外における生態と密接
に関係しているものと考えられている（岩井・柏木 

1989）。したがって，今回得られた結果は本種の野外
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における繁殖可能な水温環境条件を示唆するものと
考えられる。一般に流水性の生物は流程に従って分布
傾向が変化することが知られており，その生息限定要
因の一つとして，種によって水温の適応範囲に違いの
あることが挙げられている（水野・御勢 1993;  川那部 

1996）。ところが，本種は流程にかかわらず上流から
下流域まで広く生息することがしばしば知られており
（蒲原 1949;  伊藤・二階堂 1959;  丹羽 1967），これに
ついては今回明らかとなった，最適孵化水温及び孵化
可能水温の範囲が極めて広いという本種の生理的特性
と関係している可能性が大きい。 
水温と孵化開始までの所要時間の関係は，日暮・

田内の式 ln D = K－αTによく適合し，特に明瞭な
変曲点は得られなかった。したがって，本種の卵で
は孵化までの到達時間は水温の上昇に伴って一定の
比率で短縮していく性質があることが示された。こ
れまで，メダカ Oryzias latipes（白井 1937），サバ
Scomber scombrus（Worley 1933），ヒラメ Paralichthys 

olivaceus（安永 1988），クロマグロ（宮下ら 2000），
スズキ（牧野ら 2003），オニオコゼ（渡辺ら 2004）な
ど多くの魚類で孵化までの到達時間に境界温度の存在
が報告されており，ある水温を境に発生速度が遅くな
ることが知られている。しかし，本種の卵には孵化可
能な水温範囲では，このような性質がないものと考え
られる。なお，中村（1958）はカマツカと同じコイ科
魚類のオイカワにおいて，同様に境界温度が存在しな
かったことを報告している。
孵化可能であった水温12～28℃における日暮・田
内の温度恒数αは0.137，またQ10値は3.93の値をとっ
た。これはこれまで報告のある多くの海産魚類と比較
すると高い数値であるが（山本 1943;  渡辺ら 2004），
オイカワ（α = 0.117，Q10 = 3.24）（中村 1958），ウグイ
（α= 0.11，Q10 = 3.02）（中井 1927）などのコイ科魚類
と比較的近い値である。
近年の大規模ダム建設や堰による過剰な取水によ
る影響で，河川の水温環境も大きく変化しているもの
と考えられ，実際にこれらの影響で生物群集が変化し
たという報告もある（Webb and Walling，1993）。こ
のような影響は孵化可能水温の範囲が広いカマツカに
とっては，今のところ負の要因として働いていないよ
うである。しかしながら，今後さらなる河川水温の変
化が起これば，産卵期の縮小，あるいは分布域を上流
もしくは下流に狭めるなどの影響を及ぼす可能性があ
る。また，淡水魚類の中で流程分布の狭い魚種，ある
いは産卵期間の短い魚種について最適孵化水温に関す
る知見は少なく，今後これらの種についても調査して
いきたいと考えている。

要　　約

カマツカの水槽飼育自然産出卵を用いて，卵の孵化
率，孵化所要日数に及ぼす水温の影響を11～31℃で調
べた。全孵化率は14～27℃で水温に拘らずほぼ一定で
60％以上であり，この温度範囲で全孵化仔魚に占める
正常孵化率はほぼ100％であった。したがってこの温
度範囲が本種の最適孵化水温と考えられる。この最適
孵化水温の範囲はこれまで知られている魚類の中では
最も広い。本種は河川の上流から下流まで広く分布す
ることが知られている。したがって本種の広い最適孵
化水温の範囲が，広い流程分布を可能にしている要因
の一つと考えられる。
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