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筑後JII水系小石原川におけるアカザの卵と初期発育

中谷祐也乾睦帝1 川岸基能1・中島淳2 鬼倉徳雄1

Eggs and the Development of Larvae and J uveni1es of the Torrent Catfish， 

Liobagrus reini， from the Koishiwara River， a Branch of the Chikugo River 

Masaya NAKAT脳 1¥まyuteiINUI¥ Motoyoshi KAWAGISHI¥ 

Jun NAKAJlMA
2 

and Norio ONIKURA
1 

Abstract: This paper describes the development of larvae and juveniles of the torrent catfish， 

Liobagrus reini， collected from the upper stream of the Koishiwara River， a branch of the Chikugo 

River， in August 2008. The males were guarding the eggs at the spawning site. Sixty.嗣nineeggs 

were present in one egg batch， and the egg diameters ranged from 3.5 to 3.8 mm (mean::!:: SD， 3.6 
土 0.1mm). The newly hatched larvae had a totallength (TL) of 6.8 mm， a pair of barbells on the 

upper jaw， and a pair of rudimentary pectoral fins. At this stage， the mouth had opened and the 

notochord flexion had already begun. After 4 days (TL， 8.4 mm)， a pair of rudimentary pelvic fins 

had formed. After 6 days，σL， 9.6 mm)， the pectoral， dorsal， and anal fin ray complements were 

completed. After 14 15 days，σL， 13.2 -14.4 mm) the yolk was absorbed. After 16 days， (TL， 

14.6 mm)， the number of caudal fin rays became fixed. The diameters of the eggs were bigger than 

those of the eggs of the ca出shsuch as Silurus asotus，丘 biwaensis，S. lithoPhilus， Pseudobagrus 

tokiensis， P. aurantiαcus， P. nudiceps and P. ichikawai. 

Key words: Liobagrus reini; Ca凶sh;Egg; Guarding the eggs 

アカザザ、Liωob伽αgr;仰usreiniはナマズズ、自アカザ

(細谷2却O∞00ω)0アカザ科Amblycipitidaeは，パキスタン，

インド，マレーシア，韓国，中国，日本に生息し，約

26種が知られている O そのうち，アカザ属 Liobagrus

は約 13種存在するとされており，唯一アカザだけが

呂本に分布する (Chenand Lundbreg 1995; Ng and 

Kottelat 2000; Ng 2001)。
アカザは，秋田県以南の本州、1，四国，九州、|に分布

し，比較的水の澄んだ、河川上中流域の転石帯に生息す

る(宮地ほか 1976)。また，アカザは，環境省のレッ

ドデータブック(改訂・日本の絶滅のおそれのある野

生生物 汽水・淡水魚類一)において，絶滅危倶E

類(小早川 2003)，水産庁編の日本の希少な野生水生

生物に関するデータブックでは，九州産のアカザが危

2008年12月2日受付:2009年 3月10日受理.

急種に指定されている(星野 1998)0

アカザ属の初期発育については，コウライアカザL

andersoni， ミナミアカザ、L.mediad伊osalisの報告があ

る(内田 1933，1939) 0日本に生息する近縁種では，

ギパチ Pseudobagrustokiensis，ネコギギP.ichikawai， 

アリアケギパチ P.aurantiacus，ギギP.nudicepsの初期

発育が報告されている(問団・清石 1937;Watanabe 

1994a; Takeshita and Kimura 1994;山根 2004)。しか

し，アカザに関する先行研究は，産卵場所 (Watanabe

1994b) ，九州における分布と生息場所(星野 1998)， 

河川における個体密度と夏季の生怠環境(片野

2005) ，胃内容物(片野 2006)のみであり，初期発育

の詳細は明らかになっていない。

アカザの初期発育を明らかにすることは，本種の保

l九州大学大学院生物資源環境科学府間属水産実験所 (FisheryResearch Laboratory， Graduate School of Bioresource 
and Bioenvironmental Sciences， Kyushu University， Fukuoka 811-3304， ]apan). 
2九州大学大学説工学研究院流域システム工学研究室 (WatershedManagement Laboratory， Facu坊 ofEngineering， 

Graduate School of Kyushu University， Fukuoka 819-0395， ]apan). 
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護・増殖策を構築する上で必要不可欠であると考えら

れる O 本研究では，九州の筑後川水系小石原川におい

て採集したアカザの卵塊を鮮化させ，その初期発脊の

観察を行ったのでここに報告する。

材料および方法

発見場所及び時期 発見地点、は，福岡県朝倉市を

流れる筑後川水系の小石原JIIの Aa-Bb移行区間(可

児 1971)(北緯33度27分，東経130度43分)であり，こ

の付近には，カワムツ・ムギツク・オヤニラミ・ヤマ

トシマドジョウ・カマツカ・カワヨシノボ、1) .カジカ

などが主に生息している O このような地点において，

2008年8月3日に卵塊とそれを保護する雄個体を海水

目視下で発見した。

産卵環境の測定 産卵環境として，発見地点の水深，

表層と 6割水深の流速，水温，在石の大きさを測定し

た。各層の流速は，同じ場所を 3囲測定し，その平均

値を算出した。

室内館育と観察方法 上記の卵塊のみを採集し，

実験室にて2.51ビーカーに収容して，水温を20~220C

に保ち十分にエアレーションした。顎が確認された

時点で飼料としてアルテミアのノープリウス幼生を与

えた。捕獲した卵のうち， 5惜の卵を 5%ホルマリン

で回定した。また，鮮化した個体については一定時間

ごとに双眼実体顕搬鏡 (x2倍率)で観察し，全長を

測定した後に写真撮影した。一部の個体については適

宜， 1または 21国体， 5%ホルマリンで固定した。観

察とスケッチに関しては，写真と由定した標本から，

Kendall (1984) の仔稚魚、の区分を参考に稚魚、期に移

行するまで観察した。

三重県田切)11の卵との比較 本報告における産卵環

境と卵の特徴を把握するために，三重県の田切)11にお

ける報告 (Watanabe1994) と本報告関で，卵径，卵

膜を含んだ卵径，水温，物理環境について比較した。

東アジア産ナマス百魚類との比較 本種の卵と初期

発育における特性を知るために，本種の卵サイズ・仔

魚サイズと，既に報告されているコウライアカザ， ミ

ナミアカザ¥ギパチ，ネコギギ，アリアケギパチ，ギ

ギ，ナマズ，ピワコオナマズ，イワトコナマズのそれ

とを比較した。

結果

産卵場所と卵 産卵場所は水深が53cmで，水面か

ら 3cmの流速が36.7:t2.1 cm/s，水面から32cm水

深の流速が34.1:t2.9 cm/sであった (Table1) 0卵保

護に利用していた石の大きさは，長僅33.5cmX短窪

27.4 cmで，そのうち地面に埋もれていない部分が，

長径27.5cmX短径27.4cmであった。その石の下の底

質は砂礁であり，石は地面に対して斜めに刺さってい

た。

一卵塊とそれを保護する雄個体が確認されたが，雄

は捕獲できなかった。卵塊の卵数は69粒で， 1つ 1つ

の卵は不透明な黄色を呈し ゼリー状の膜に覆われて

いた。卵塊自体に粘着性はあまりなく，捕獲時に砂な

どは付着していなかった。

捕獲時の卵は既に粧が形成され，卵黄はやや肩平で，

卵黄の長径は3.2~3.7 mm (平均土標準偏差 =3.4土

0.2 mm， n=5)，短径は3.0~3.2 mm (3.1:t 0.1 mm， 

n=5) であり，卵膜を含む卵は直径3.5~3.8 mm (3.6 

士0.1mm， n=5)で、球形だ、った。鮮化直前の状態で，

すでに髭状のものが確認できた (Fig.1A)o

仔魚の発育群化直後の個体は，全長が6.8mmで

胸鰭の原基と上顎に 1対の髭が存在し，既に開口し，

脊索末端部も上屈していた。筋節数は41(体幹部14; 

尾部27)であった (Fig.1 B) 0鮮化2日後には全長が

7.8 mmになり，尾鰭，啓鰭の鰭条の分化が始まり，

上顎に 1対，下顎に 2対の髭が存在し，背鰭が膜鰭

と分離し始めた。また，黒色素が頭部に確認された

(Fig. 1 C)。鮮化 4B後には全長が8.4mmになり，背

鰭と膜鰭が完全に分離し，胸鰭，背鰭の腕条が形成

され，腹鰭の原基が確認された (Fig.1 D)。鮮化 6日

後には全長が9.6mmになり，黒色素が体慨や膜鰭に

も広がり始め，胸鰭，背鰭，皆鰭の鰭条数が定数に達

Table 1. Spawing sites of Liobagrus reini found in Tagiri river and Koishiwara River 

Sexof 
Size of boulder 

(cm) 
明治terdepth 

(cm) 
N ame of river Date 

Tagiri・ *
28 May 1990 

nver 
07 Jun. 1989 

Koishiwara 1かer 03 Aug. 2008 

ネWatanabe(1994). 

Number of eggs 

182 
150-250 

69 

accompanymg 
fish 

male 
male 

江lale

69 x46 
45 x 32 

34x27 
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A 

E 

B 

F 

C 

G 

~>;j3 戸、

D 

Fig. 1. Egg and larvae and juvenile of Liobagrus reini. A: egg， 3.6 mm diameter; B: day 0 after hatching， 6.8 mm TL; C: day 

2， 7.8 mm TL; D: day4， 8.4 mm TL; E:day6， 9.6 mm TL; F: day8， 10.4 mm TL; G: day16 juvenile， 14.6 mm TL. 

Velocity of Velocity of water 
Diameterof 

Diameter of 
Watertemp. CC) water current at current at the 

the egg (mm) 
the egg 

the surface (cm/s) 60 percent depth (cm/s) membrane (mm) 

19 <30 3.9士0.1 4.1土0.1
22 <30 

22 36.7土2.1 34.1土2.9 3.4:t 0.2 3.6土0.1
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した(腕鰭:i+ 5，背鰭:i+6，腎鰭・ 13~14)o この

時点で，鼻部に 1対の髭が確認され，皆鰭と膜鰭の分

離が始まっていた (Fig.1 E)。鮮化8日後には全長が

10.4 mmに達し，替鰭と膜鰭が完全に分離し，腹鰭の

鰭条の分化が観察された (Fig.1 F)。また，黒色素が

全身に広がっており，卵黄は完全に吸収されていない

ものの，アルテミアのノープリウス幼生を食べ始めた。

完全に卵黄が吸収されたのは，解化後約14~15日(全

長13.2~14.4 mm) で確認できた。鮮化168後には全

長14.6mmになり，尾鰭の鰭条数がほぼ定数になった

(尾鰭:48~51) (Fig. 1 G)。

三重県田切JlIにおける発見例との比較 三重県

の田切)11における報告 (Watanabe1994) と本報

告の卵径と卵膜を含む卵径を比較すると，前者が

3.9 :t 0.1 mm， 4.1:t 0.1 mm，後者が3.3土 0.2mm，

3.6:t 0.1 mmで、あり，前者の平均値が後者よりも

大きかった (Table1)。この 2報告聞では発見時

の水混に大きな差はなく，物理環境も類似してい

たが，発見時期のみ大きく異なっていた (Table1)。

東アジア産ナマズ目魚類との比較 これまでに知ら

れているアカザ属以外の東アジア産のナマズ自魚類の

卵径は 3.0mm未満であるにもかかわらず，アカザ属

の卵径は 3.0mmを超えていた (Table2)。また，僻

化直後の仔魚においても既に髭が存在し胸鰭の原基を

有している点で共通するものの，アカザ属は他の東ア

ジア産ナマズ目魚類よりも僻化直後の全長が大きく，

全長に対する卵黄がより大きかった (Table2)。

考 察

三重県田切JlIとの比較 現在，同種内における卵

サイズの差異には様々な要因が考えられている O これ

には，アユにおいて地理的な変化 (Iguchi1993;井口

2001) ，カタクチイワシにおいて水温との関係 (Imai

and Tanaka 1987;今井 2001)，サケ科魚類やクロヨ

シノボリにおいて雌の体サイズとの関係 (Fleming

1990;山本 2001;Tamada 2005) などがその理由として

挙げられている O ギギにおいて近畿の紀ノ川水系産と

大分県の八坂川産の那径を比較した例では，卵サイズ

の差異は成熟度の違いによるものではなく，個体差や

地域差の違いによるものであると考察している(高漬

ら2005)。少なくとも，今回アカザで見られた差は，

7j(~.昆によるものではないと考えられるが，この点に関

しては更なる知見の集積が必要で、ある O

東アジア産ナマスE魚類との卵サイズ・ f子魚サイズ

の比較 一般的に，大きい卵ほど子の発生に必要な栄

養源となる卵黄を多く持つため，鮮化した仔魚、はより

大型となる (Blaxerand Hempel 1963; Kazakov 1981; 

Mann and Mi11s 1985; Jonsson and Jonsson 1999) 0 す

なわち，アカザ、は他の東アジア産ナマズ目魚類よりも

僻化直後における卵黄への栄養要求が高いと推察でき

るO

魚類の卵サイズを左右する要因として，勝化後幼生

の餌サイズ(後藤 2001;商田 2001)，発生時の高温抵

抗性(皆森 1954)，親による卵保護の質 (Shine1989; 

原田・酒井 2001)が知られている。

アカザは，他の東アジア産ナマズ目魚類よりも上流

域よりに生息している O アカザの生息する中上流域で

は，湖沼や下流域のように餌生物が多様かっ豊富でな

く(水野 1993)，餌サイズに適する小型のものが少な

い。さらに，より低い水温環境に曝される機会が多い。

そのために卵サイズを大きく，初期発育を早期化した

と考えられる。

Table 2. Comparison of egg and newly hatched larvae between Pseudobagrus and Liobagrus 

Species 

Silurus asotus1 

S. biwaensis1 

S. lithoPhilus1 

Pseudobagrus nudiceps2 

P. ichikaωα1 
P. tokiensis4 

P. aurantiαcus5 

Liobagrus reini 
L. ande1古oni6

L. mediadiゆosalis6

Egg Newly hatched larvae 

Diameters of the eggs (mm) Totallength (mm) Yolk sac/TL (mm) * 

1.47 -1.61 5.44 0.26 
1.64 5.71 

1.68 -178 5.85 

2.5-2.7 6.4 0.42 
1.7 -2.0 4.1-5.1 0.37 
2.29 6.2 0.41 

2.4 2.7 5.3-5.5 0.36 

3.2-3.8 6.8 0.43 
3.3 6.8 0.43 

3.0-3.3 

Berbels 

exist 

exist 
exist 
exist 
exist 

exist 
exist 

1 Kobayakawa (1985); 2 Yamane (2004); 3 Watanabe (1994); 4 Okada and Seiishi (1938); 5 Takeshita and Kimur‘a(1994);りUchida(1939); 
*The time and york sac/TL were judged and calculated from a figure of Atoda (1935)， Yamane (2004)， i九Tatanabe(1994)， Okada and Seiishi 
(1938)， Takeshita and Kimura (1994) and Uchida (1939). 
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また，他にもアカザの雄による卵保護の可能性が

Watanabe (1994) と本研究で示唆されたこと， Shine 

(1989) や原田・酒井 (2001) において，高い質の卵

保護が大きな卵サイズを有利にする可能性が示唆され

ていることなどから，アカザ、の卵保護の質が，その卵

サイズの大きさに関与しているのかもしれない。現在

のところ，卵保護行動を含めたアカザの繁殖生態は未

解明で，卵保護の質の高低については明らかでない。

また，本研究では，捕獲時の卵は既に匹体が形成され

ていたため，目玉発生の観察が十分にできなかった。こ

れらについては，今後の解明が待たれる O

要 約

2008年に筑後川水系の小石原川上流部で得られたア

カザLiobagrusreiniの卵塊を用いて，アカザの初期発

育を記載した。採集時の状況より，卵塊は雄が保護

していたと考えられた。 1卵塊中に卵は69粒存在し，

卵の直径は3.6:!:0.1m mであった。鮮化産後の体長は

6.8 mmで，既に脊索後端部は上屈し，胸鰭の!京基と

上顎に 1対の髭が存在し，閉口していた。援鰭の原基

はß~f化 4 日後・全長8.4 mm の時点で確認できた。胸鰭・

背鰭・尻鰭の条数は騨イヒ 6日後・全長9.6mmの時点

で定数に達した。卵黄の吸収は府:化後約14~15 日の

全長13.2~14.4 m mの時点で確認できた。尾鰭の鰭条

数は，鮮化16日後・全長14.6mmの時点でほぼ定数に

なった。本種の卵径は，ナマズ，ピワコオオナマズ，

イワトコナマズ，ギパチ，アリアケギパチ，ギギ，ネ

コギギ，などのナマズ目魚類と比べ卵径が大きかった。
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現地調査に際して，甘木市漁業協同組合に便宜を

図っていただいた。ここに記して謝意を表する O また，
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ンド研究助成により行った。

文献

阿刀回研二 (1935)総 Parasilurusasotus LINNEの稚仔魚、及

び卵.動物学雑誌， 47， 228-230. 

Blaxter， J. H. S. and G. Hempel (1963) The influence of egg 

size on herring larvae (Clu戸eahαrengusL.).]. cons， 28， 

211-240. 

Chen， X and J. G. Lundberg (1995) Xiurenbagrus， a new genus 

of amblycipitid catfishes (Teleostei: Siluriformes)， and 

phylogenetic relationships among the genera of 

Amblycipitidae. Co戸eia，1995(4)，780司 800.

Flemig， 1. A. and M. R. Gross (1990) Latitudinal clines: a 

trade同offbetween egg number and size in Pacific salmon. 

Ecology， 71，1-11. 

後藤晃 (2001)由遊形態、の分化様式'カジカ類.水生動物

の卵サイズ(後藤晃・井口恵一郎共編入海遊会，東

京， pp.171-190. 

原田泰志・酒井聡樹 (2001)卵サイズモデル:子の保護と

親のサイズ.水生動物の卵サイズ(後藤 晃・井口恵

一郎共編)，海遊舎，東京， pp. 209-233. 

星野和夫・松尾敏生-細谷和海 (1996)九川におけるアカ

ザの分布.魚類学雑誌， 43， 105同 108.

星野和夫 (1998)アカザ(九州産)• 日本の希少な野生水生

生物に関するデータブック(水産庁編入日本水産保護

協会，東京， pp. 156-157. 

細谷和海 (2000)アカザ、科.日本産魚類検索(中坊徹次編入

東海大学出版会，東京， pp.278・1470.

Iguchi， K. (1993) Latitudinal variation in ayu egg size. N;か戸on

Suisan Gakkaishi， 59， 2087 

井口恵一郎 (2001)偲体から集団レベルの適応 アユ水

生動物の卵サイズ(後藤 晃・井口恵一郎共編)，毎遊

舎，東京， pp.43-64. 

Imai， C. and S. Tanal王a(1987) Effect of sea water temperature 

on egg size ofJapanese anchovy. Ni仲onSuおanGakkaishi， 

53， 2169-2178. 

今井千文 (2001)水温と僻化後の生き残り.カタクチイワシ.

水生動物の卵サイズ(後藤 晃・井口恵一郎共編入海

遊会，東京， pp.22-42. 

Jonsson， N. and B. Jonsson (1999) Trade問。fib巴tweenegg 

mass and egg number in brown trout. J Fish Biol， 55， 

767同 783.

可児藤主主 (1971)渓流性昆虫の生態.可児藤吉全集全一巻

思索社，東京， ppシ91.

Katano， 0.， T. Nakamura， S. Yamamoto and S. Abe (2005) 

Summerdaytime habitat and population density of the tor-

rent caばish，Liobagrus reini， in the Urano River. Ichthyol 

Res.， 52， 50山 56.

片野 修・中村智幸・阿部信一郎 (2006)長野県浦野)11に

おけるアカザの胃内容物.水産増殖， 54， 225山 226.

Kazkov， R. V. (1981) The effect of the size of the Atlantic 

salmon， Salmo sαlar L.， eggs on embryos and alvins. ]. 

Fish Biol， 19， pp. 353-360. 

Kendall， A w.， Jr.， E. H. Ahlstrom and H. G. Moser (1984) 

Early life history stages of fishes and their characters. In 

“Ontogeny and systematics of fishes" (ed. by H. G. 

Moser， W. J. Richards， D. M. Chohen， M. P. Fahay， 

Ai庶Kendall，Jr.， and S. L. Richardson)， Am. Soc. Ichthyol. 

He戸ertol.，Spec. Publ. 1. pp. 11-22. 

Kobayakawa， M. (1985) External Characteristics of the Eggs 

of Japanese Catfishes (Silurus). Japan. ]. Ichthyol， 32， 

104-106. 

小早川みどり (2003) アカザ.改訂・日本の絶滅のおそれ

のある野生生物一汽水-淡水魚類 (環境省編入自

然環境研究センター，東京， pp. 160-161. 

Mann， R. H. K. and C. A Mills (1985) Variations in the sizes of 

gonads， egg and larvae of the dace， Leuciscus leuciscus. 

E担vBiol Fish， 13， 277-287. 



320 中谷祐也・乾 隆帝・川岸基能・中島 淳・鬼倉徳雄

皆森寿美夫 (1954)スジシマドジョウの地方種族における

温度適応. 日本生態学会誌， 4(2)， 66-68. 

宮地伝三郎.JI!那部浩哉・水野信彦 (1976)原色日本淡水

魚類図鑑全改訂新版保育社，大阪， pp.262山 263.

水野信彦 (1993)魚類の生態学的研究.河川の生態学(沼

田真監修)，築地書館，東京， pp.166山 183.

Ng， H. H. and M. Kottelat (2000) A review of the genus 

Amblyceps (Osteichthyes: Amblycipitidae) in Indochina， 

with descriptions of five new species. Ichthyol. Explor. 

Freshwaters， 11 (4)，335-348. 

Ng， H. H. (2001) Ambかcepsmacropterus， a new species of 

amblycipitid catfish (Osteichthyes: Amblycipitidae) from 

Pakistan. Ichthyol. Ex戸lor.Freshwaters， 12(3)，201-204. 

西国 陸 (2001)大卵化へのプロセス・ヨシノボリ類.水

生動物の卵サイズ(後藤 晃・井口恵一郎共編)，海遊

会，東京， pp. 149-170. 

岡田粥一郎 .i青石模造 (1937) 日本産淡水魚の仔魚および稚

魚の形態放ぴに生態的研究 (9).水産研究誌， 32， 

62Cト623.

Shine， R. (1989) A1ternative models for the evolution of off同

spring size.Am. Nat， 134，311-317. 

高j賓秀樹・小出久乃・松尾敏生 (2005)八坂川で採取した

ギギPseudobagrusnudicepsの発生過程ーギギ近縁種と

の比較一，大分大学教育福祉科学部研究紀要，

207向 216.

Takeshita， N. and S. Kimura (1994) Egg， larvae and juveniles 

of the bagrid fish， Pseudobagrus aurantiacus， from the 

Chikugo River in Kyushu Island， J apan. Pα戸αn.]. Ichthyol， 

40，504同 508

Tamada， K. (2005) Egg and clutch sizes of a goby Rhinogobius 

giurinus in白eA包uRiver， Kii Pe必nsula，fapαn.Ichthyological 

Res， 52， 392同 395.

内国恵太郎 (1933)アカザの卵及び仔魚、.動物学雑誌， 45， 

29か292.

内田恵太郎 (1939)総額類・アカザ属 LiobagrusHILGENDORF. 

朝鮮魚類誌， 43白 55.

Watanabe， K. (1994a) Mating behavior and larval develop-

ment of Pseudobagrus ichikawai (Siluriformes: Bagridae). 

japan.]. Ichthyol.， 41， 409-420. 

Watanabe， K. (1994b) A Note on the Reproductive Ecology of 

the Torrent Catfish， Liobagrus reini (Siluriforme.s: 

Amblycipitidae). ja戸an.]. Ichthyol.， 41， 219-221. 

山本祥一郎 (2001)解化日と生活史変異 イワナ.水生動

物の卵サイズ(後藤 晃・井口恵一郎共編)，海遊舎，

東京， pp.87司 102

山根英征・横山 正・長田芳和・山田卓三 (2004)ギギの

繁殖生態と初期生活史.魚類学雑誌， 51， 135山 147.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

