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東海大学紀要海洋学部第14号 357-367頁 (1981)

水槽内で観察されたハオコゼの産卵習性と

初期生活史*

鈴木克美・田中洋一・日置勝三・上野信平

Spawning Behavior au，d Early Life History of Hypodytes 

rubriPinnis (Pisces: Congiopodidae) in an Aquarium 

Katsumi SUZUKI， Yoichi TANAKA， Syozo HIOKI and Shinpei UENO 

Abstract 
The smal1 cottoid fish， Hypodytes rubriPinnis (TEMMINCK et SCHLEGEL)， is a common 

shore fish. It distributes from the coasts of central ]apan to the coasts of Korea. How-

ever， it has hitherto been virtual1y unknown on the spawning behavior and the early 

life history of H. rubripinnis and its a11ies. The present paper deals with the mode of 

reproduction and the characteristics in the early life stages of H. rubripinnis based on 

the observations at the Marine Science Museum of Tokai University from 1976 to 1979. 

The adult and young 541 fish， measuring 36. 1~81. 0 mm in total length， were col1ected 

by the dragnets from depth of 6 m or shal10wer around the coast of Miho Key， Suruga 

Bay， and they were maintained in the aquarium. No sexual differentiation of them is 

found in size， but the adult fish are easily sexualized by the dimorphic dorsal fin spines 

(Fig. 2). Reproduction of H目 rubr伊inniswas first observed on 17 May 1976， and it was 

fol1owed by several intermittent observation until April， 1979. 

Spawning behavior of H. rubripinnis was observed in detail from the end of August to 

the mid November in 1976 (Table 1) when the water temperatures ranged 21. 6~26. 20C. 

Courtships of the fish start at about 19 : 00~20 : 00 (1~2 hrs， after the aquarium lights 

were dimmed out). One large male approaches to one gravid female at the bottom， and 

he incites her with their mutual courtship. The two fish then leave the bottom and 

ascend together towards the surface of the water. On the way of their ascension， two or 

three五shamong the several males， who have left the bottom prior to the biginnig of 

the mutual courtship， pursue the couple in a group. When they reach just beneath the 

surface of the water， the eggs and sperms are released simultaneously (Fig. 1). Spawnings 

take place between 20 : 47~22 ・ 32.

Fertilized eggs of H. rubripinnis are buoyant， spherical， and colorless， measuring 1. OO~ 

1. 01 mm in diameter. The hatching takes place 23 hI・s. 30 min. after fertilization when 

the water temperatures range 25. 4~26. 20C. The newly hatched larvae， measuring 2. 16~ 

2. 20 mm in total length， have a large ovoid yolk and float bel1y upward just beneath the 

キ東海大学海洋学部業績A第194号.受理1980年 9月24日.東海大学海洋科学博物館研究業績 No.60.
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surface of the water. Six days after hatching， pectoral fins of the larvae begin to develop 

in shape and in size. The larval characteristics of H. rubripinnis bear close or rather 

resemblances to those of the three Japanese cottoid fishes studied， belonging to the fami. 

lies Synanceidae (see FUJITA and NAKAHARA， 1954)， Scorpaenidae (see MITO and UCHIDA， 

1955)， and Cephalacanthidae (see MITO， 1963). Twenty-two days after hatching， the 

larvae begin to change their life stage from pelagic to benthic. Thrity-five days after 

hatching， one fry reaches 8. 1 mm in total length and possesses almost identical appear-

ance to the adult (Figs. 3~5). According to the gonadal indices， spawning season of H. 

rubripinnis is ascertained from May to July when the water temperatures range about 

19~230C in Suruga Bay (Fig. 7). 
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雪量
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ハオコゼ Hypodytesrubripinnis (TEMMINCK et SCHLEGEL)はカジカ目カジカ班目ハオコゼ科に

属する小型魚で，千葉・新潟両県以南朝鮮半島沿岸にわたる浅海に普通に分布し，とくに内湾の藻

場に多く見出される.しかし，本種波びに本科魚類の産卵習性は従来未知であって，本種の初期生

活史が福田(1934)および水戸 (1963)によって断片的に知られるにすぎなかった (BREDERand 

ROSEN， 1966 ; DONALDSON， 1977 ;日本水産資源保護協会， 1980)_ 著者らは1976~1979年に東海大

学海洋科学博物館の水槽で、飼育中のノ、オコゼについて，その産卵を観察し，受精卵を解化35日後ま

で飼育して稚魚を得ることができた.その結果，いくつかの興味ある新知見を得たので報告する.

本報告の一部は昭和53年度日本水産学会秋期大会で発表されたものである.
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材料と方法

1. 親魚の入手と飼育

親魚は1975年 6~7 月に駿河湾三保半島沿岸水深 6m 以浅の海底から， 地曳網等で採集された

541尾 (36_0~81. 0 mm  TL， 42~54 mm級にモードがある〉で， 採集当日以降水族館水槽で飼育

されていた. 親魚の飼育水槽は一面ガラス張りのコンクリート製(表面積1.39 m2，水深1.18m， 

容積1.63mりで，水槽内には岩礁を模した装飾が施されている.この水槽は薄暗い室内に設置され，

自然光の影響をほとんど受けない.水槽照明は水面上 1mの高さにある白色蛍光灯 (40W) 2本

により，通常の点灯時聞は 8~18時である.照明点灯時の明かるさは水面直上で 500~750 lux，消

灯時のそれは付近の常夜灯の影響により 2~41ux であった.飼育水は砂F過槽を通して常に循環

されていた.飼育水槽は周年約20~2TC に保たれ，本報告で述べる 1976年の本種の産卵期間中 (5

月， 8~11月〉の飼育水温は 21. 6~26. 2'C (平均 23.9'C)，比重は 31.64~34. 50 (平均33.38)

(S%o) ， pH は7.4~7.7 (平均7.6)であった.同期間中は本種(未成魚を含む)322~497尾のほか，

ベラ類，カワハギ類などの小型魚類 6~13 種132~329尾が同居飼育されていた.

2. 産卵行動の観察

水槽のガラス面越しの目視観察により，随時 35mmカメラによって写真撮影を行ない，その補

いとした.著者ら自身の過去の経験から，本種の産卵は夜間水槽照明の消灯後になされるとの予察

があったため，とくに夜間消灯後，付近の常夜灯の影響を僅かに受ける薄明条件下で繰返し詳細な

観察が行なわれた.
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Table 1. Records of the reproduction of H. rubripinnis in the aquarium. 
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3. 採卵方法と卵・仔稚魚の間育

上記により産卵が確認されたときは直ちに水中に浮漂する産出卵を掬取り受精を検鏡確認の上で

親魚飼育水を満たしたパンライト容器 (301)に収容して飼育を開始した. 受精卵および仔稚魚は

弱し、通気のみの止水飼育により，適宜換水を行なった.仔魚の開口とほぼ同時に，初期餌料として

シオミズツボ、ワムシ Brachionusplicati1is O. F. MULLER 1O~30個体jcc を投与し，仔魚が底生生

活への移行を開始した時点で上記にシオダマリミジンコ Tigrioρusjaponicus ORIを併せ投与し

た.また，飼育水の水質保全を目的としてクロレラ海水を毎日適宜添加した.

果

本種の産卵は1976年 5月17日に初めて確認された.同年5月18日，同25日にも産卵が確認され，

同年 8 月 29 日 ~11月 12日には合計14回の産卵が認められた (Table 1). 本報告の産卵行動，卵内発

生および購化48時間後までの初期仔魚については上記1976年 8~11月の産卵期間中に得られた資料

をもとに記述したものである.なお，僻化6日後以降の仔稚魚については1977年6月15日の産卵に

よって得られた材料をもとに述べる.

産卵行動

本種の産卵は例外なく夜間水槽照明消灯後の薄明条件下で行なわれた.水槽照明点灯中および照

明消灯 1~2時間後までは，本種は水槽底部等に折り重なるように静止するのが普通である.しか

し産卵時刻 (20時47分~22時32分〉の20~30分前になると，雄と見なされる数尾が水底を離れ，水

槽中層から水面下lOcmの高さの範囲に上昇してゆっくり遊泳する. 産卵時刻が近付くにつれて

水底を離れる雄の個体数は次第に増加する.水槽底には腹部が顕著にふくらんだ雌が静止するが，

上記の雄のうち大型の個体が水槽底に降りて背鰭赫を直立誇示しながらこの雌に近付き，雌の前方

にまわり込んで静止する求愛行動も見られるようになる.雄の雌に対する求愛は数回繰返され，や

結



360 鈴木克美 ・問中祥一 ・1:1ii1勝三 ・上野信平
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Fig. 1. Diagrammatic view of spawning behavior of H. rubr沙 問削sin the aquarium. 

About 20-30 min. before spawning occurs， several males (black fish) part the bottom and 

ascend individually to the middle depth of water (1). Meanwhile， a large male (white 

fish) approaches a gravid female (shaded fish) and stays her frontward at the bottom， and 

then he incites her with their mutual courtship (2). On the way which the paired fish 

ascend together upward， other multiple males follow the couple (3，4). The males， form. 

ing a group， pursue the female and ascend quickly toward the surface of the water 

When they reach just beneath the surface of the water， eggs and sperms are released 

simultaneously (5). lmmediately after spawning occurs， all the 抗sh separate and return 

to the bottom (6). 

がて雄の求愛を受けた雌は水底を離れ水l血ーに向かつてゆっくり上昇する.雌維が一対となっていく

とき，その付近の水槽底に降りていた他の複数の雄もこの雌維のあとを追って水底を離れることが

多い.さらに，水而への上昇の途中で，中層に浮かんでいた他の維がこの行動に参加する場合もあ

る.このようにして， 1 尾の雌を中心とする 2 ~ 6 毘の維が集団を行会り ，水耐に向かつて上昇 し，

水面直下に達したとき欣卵放精が行なわれる.放卵放精後， 各個体は分散して水槽底に戻る (Fig.

1). 

本径の雄は雌に比べて背鰭~が伸長発達 し， とくに第 2 ~4 併の発達が著しい.小型の個体では

背鰭!liiliの伸長は不明瞭で、あるが，全長 4Qmm以上の大型の雄では，これが顕著である.採集標本

には雌雄の体長差がほとんど認められないが，少なく とも大型の個体では背鰭練の形状によって，

外見より容易に雌維を識別し得る (Fig.2) . 産卵がほ と んど~~;!; ~こ背鰭~の伸長発達した大型の雄の
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Fig. 2. Sexual dimorphism in I-I 

rubripilluis 

A， female ; B， male. Notice 

the elongate dorsal spines in 

the male. 

求愛行動をきっかけとしてなされ，維の求愛姿勢が背鰭械を直立させるものであることを考え合わ

せると，維のこの形態が求愛信号として役立つものと考えられる.ただし，ときには雄の求愛を待

たずに雌が単独で水面に向かつて上昇を始め，その途中で中!習に位置する復数の維がこれを追い，

水而直下で一団となって放卵放精する観察例もあった.

卵内発生

受精卵は卵径1.OO~ 1. 01 mm，大油球 1(1，¥1 (径 0.18mm)と小泊l球20数仙I(佳 0.02mm)を有ー

する無色透明の球形分離浮性卵である.卵膜腔は狭く卵膜および、卵黄表面に特殊な階造を有しない.

受精 1時間40分後， 2細胞期. 1時間50分後， 4細胞期 (Fig.3 A). 4時間後，桑実期に入る. 5 

時間10分後，嚢庇期となり陥入が始まる .7時間50分後，IJ壬皮は卵黄の 1/2をおおい)J壬体原基が出

現，小池球の癒合が進み， この時点で大油球 1例と中首11球数例(径 O.04~0. 06 mm)および小川|

球数{固となる (Fig.3 B). 8時間40分後，匹皮は卵黄の 4/5をおおいj任体が明瞭となる.卵黄上に

頼粒状黄色素胞が出現する (Fig.3 C). 10時間30分後， )任口が閉じ 限胞形成，筋肉節 4~5 倒

が数えられる. 頼粒状黄色素胞が頭部より尾部にかけて出現する. 耳:胞および Kup妊er氏胞出現

(Fig. 3 D)， 13時間10分後，筋肉節 8fr札|浪にレンズが形成され，大油球 1個(径約 0.2mm)だ

けとなる (Fig.3 E). 22時間50分後，筋肉節数27，心臓が形成され持動が認められる.旺体上の穎

粒状色素胞は背・)直面に集中し，卵黄上の黄色素胞は樹枝状となる.胸鰭が出現し， )J壬体は時折控

聖堂的に動く (Fig.3 F).受精23時間30分後に最初の鮮化が見られ，その 1時間以内に牌化を終了し

た.卵内発生中の飼育水温は 25.4~26. 2.C であった.

仔稚魚の形態

解化直後の仔魚は全長 2. 16~2. 20 mm，長卵形の卵黄(長径 1.08~1. 12 mm)を有し，油球 1

illil (径 0.2mm)は卵黄後端に位置する.油球の一部は卵黄後縁表面から突出する 日工門は体中央

よりやや後方に位置する.、頭部より 尾部にわたる体背 ・腹面，卵黄表面，膜鰭縁辺部に樹枝状黄色

素胞が認められる.体全表面は多数の頼粒でおおわれる (Fig.4 A). 仔魚は腹面を上にして水面

直下に浮く.
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A B 

， 111111 

Fig. 3. Developing eggs of H. 

rllbripitmis. 

A. 4-cell stage， 1 hr. 50 min. 

after fertilization. 

B. Appearance of embryo， 

7 hrs. 50 min. C. Formation 

of embryo， 8hrs. 40 min. 

D. 4-myotome stage， 10 hrs. 

30 min. Optic vesicles 

appear. E. 8-myotome stage， 

13 hrs. 10 min. Lenses ars 

seen in the eyes. F. Just 

before hatching， 22 hrs 

50 min. Rudiment of pectoral 

fins appears. Notice the 

decreasing in number of 

small oil globules which 

gradual1y fuse together and 

into a large one during the 

development 

9J!字化 61時同後，全長 2.38~2. 41 mm， 膜鰭縁辺部の黄色言葉胞は叢状となる. 額粒状黒色素胞が

膜鰭縁辺部に多数出現する (Fig.4 B). 

解化12時間後， 全長 2.53~2. 62 mm， I浪に黒色素胞が現われる. 点状黒色素胞が頭部に数個，

体側に10数イ附出現する (Fig.4 C) 

~浮化48時間後， 全長 2. 66~2. 72 mm， 口とH工門が聞 く (Fig.4 D). 

勝化 6日後，全長 2.9~3.4 mm，胸鰭が扇状に拡張発達する.胸鰭篠原基と思われる袋状構造物

が約10本認められる.点状黒色素胞が胸鰭，体の背 ・腹面に現われる.膜鰭縁辺部の黄色素胞は消

失しつつある (Fig.4 E). 

鮮化13日後，全長 4.5~5. 2mm，胸鰭の発達が顕著， 胸鰭僚が明|瞭となり 本種の定数 (11本〉

を夕、え，各鰭篠先端部付近に黒色素胞が集中出現する.膜鰭縁辺部の黄色素胞は消失する.体全体・

に多数の黒色素胞が現われる.イ本の背 ・j直面には樹校状黒色素胞が 1列に並ぶ. 尾鰭原基が出現，

偲が形成される (Fig.5 A). 

解化20日後，全長 6.2~6. 8mm，各鰭が形成され， 成長の良い(凶体では背鰭14糾 7軟篠，害事館
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1mm 

Fig. 4. Early larvae of H. rllbripinnis. 

A. Larva， just after hatching， 2. 20 mm in 

total length. B. Larva， 6 hrs. after hatching， 

2. 38 mm. C. Larva， 12 hrs.， 2. 62 mm. 

D. Larva， 48 hrs.， 2.72 mm. E. Larva， 6 

days old， 3. 40 mm. Notice the developing 

and enlarging pectoral日nsof the larvae 

with their development. 

3)j(ij( 5 ij則氏胸鰭11軟僚， 尾腕14軟僚が数えられ，いずれも本種の定数に達する.各鮪には黒色素

胞と黄色素胞とが部分的に集中分布して不規川斑紋を形成する.消化管上部に鯨が形成される.限

!て腕 1，lìÍj mrg蓋'li.~凍 4 ，主偲葦骨~凍 2 が認められる (Fig. 5 B). 

静化22日後，全長変らず，淡茶補色の{本色を有する刊行本があり，その行動に変化が認められた.

すなわち， TiIi日まで谷器の中 ・上府壁面に沿って泳いでいたものが，水槽底に降りて静Jとすること

が多くなった.この時点で底生生活への移行ωが始まったものと判断された (Fig.5 C). 

勝化30日後，全長 7.6mm，体色はI情黄褐色の地色に黒褐色および赤褐色の不規則斑を明瞭に現

わす.ほとんど水底に静止し，初期稚魚に達している.

m奇ー化35日後，全長 8.1mm，外部形態は成魚、に似ている (Fig.5 D).生存個体が 1尼となったた

め，標本と して同定し， 観察を終了した.

初期餌料の投与と仔稚魚、の成長

m呼化 2 日 後に開 口 が認められたので， グリ ー ン処理を行なったシオ ミズツボ ワ ム、ン 1O~30個体jcc
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Fig. 5. Larvae and fry of H.問 bripi1l11is

A. Larva， 13 days old， 5. 2 mm in total 

length. B. Larva， 20 days old， 6. 8 mm， 

starts of the benthic life stage. C. Fry， 

30 days old， 7.6 mm. D. Fry， 35 days， 

8.1 mm， possesses almost identical appear-

日nceto the adult品sh

を投与したところ ， 摂餌動作が観察され，検鏡の結果，仔魚の消化管内にシオミズツボワムシ 2 ~

3個体が見出された.その後もこれを投与し，解化22日後に仔魚が底生生活への移行を開始したと

判断された時点で上記にシオダ、マリミジンコを添加投与した しかし，これに対する摂餌は認めら

れず，仔稚魚飼育の全期聞を通じてシオミズツボワ ムシだけを餌料として与える結果となった. ハ

オコゼ稚魚の飼育にはシオダマリミジンコは餌料として不適当であったものと考えられる.解化直

後から解化35日後までの成長を図示する (Fig.6). 

論議

駿河湾三{呆半島周辺における本種の産卵期は，採集標本585尾の生殖腺指数値の変動傾向によれば，

5 ~ 7 月， 産卵接期は 6 月と見な される (Fig. 7). 5 ~ 7月における 同沿岸水深 5mの海水温は
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Fig. 6. Growth of the larvae and fry of H. rubripi1'nis under the aquarium rearing conditions. 
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約 四~23'C であって，本報告で述べた 1976年 8~11月の水槽内産卵期水温 23. 8~26. O'Cは，

これに比べると 3~5'C 高い.この相違は19何年の周年飼育水温が 21. 6~26. 2'(;と，例年に比べ

高自に維持されたためであろうと推測される.この年の周年飼育水温の高温域から上限に近い範囲

に産卵時水温が集中している点からは，このような高水温で飼育された場合でも，本種の産卵に昇

温が必要で、あることが示唆される.但しこの予想を裏付ける直接の資料を得ることはできなかった.

なお，本種の水槽内産卵は1977年6月以降，再び断続して観察されるようになり，とくに1978年11

月 ~1979年 4 月には連夜にわたる産卵が確認されている.この期間の飼育水温は 20. 1~23. 9'Cで，

上記駿河湾沿岸における本種の産卵期の自然海水温とほぼ一致する.本種の水槽内産卵が行なわれ

る季節は上に述べたように不定で，本来の産卵期とのずれが顕著であるが，とくに親魚の飼育期聞

が長期にわたるほど，この傾向が著しいように思われる.

水槽内における本種の産卵行動は， 1976年には11月 12日の観察例を除き，すべて雌 1 尾と雄2~

数尾による，いわゆるク守ループ産卵(中園， 1979) であった.しかし1978~1979年には，雌雄一対

によるいわゆるペア産卵(同)が比較的普遍的に観察されている.この相違は19何年における飼育

個体の雌雄比がおよそ 1:7であったのに対し， 1978~1979年のそれはほぼ 1: 1であったためと考

えられる.すなわち本種では産卵群を構成する雌雄比の相違によって産卵様式が相違したものと思

われ，近年関心を持たれるようになった魚類の産卵様式の成因に示唆を与えると思われるのは興味

深い.自然の海底では雌雄比が 1:1であるとすれば， 本種本来の産卵様式はペア産卵であるよう

にも考えられるが，本種の産卵群の雌雄比については，いまのところ不明である.

福田(1934)および水戸 (1963)は，本種の卵内発生中 1個の油球を有すると記載した.しかし

本種の受精卵は明らかに大油球1個とその周辺に密集する小泊球群を併有する.この小油球は発生

の進展に伴って癒合し，肢体に 8筋節を認める時点以降は大油球1個となる.

本種仔魚に胸鰭の拡張発達が認められる点は，仔魚期の形質の知られたカジカ亜目魚類のうちで

分離浮性卵を産む種と比較して興味がもたれよう. 本邦沿岸産の種ではオニオコゼ lnimicusja・

ponicus (CUVIER et VALENCIENNES) (オニオコゼ科) (藤田・中原， 1954)， ミノカサゴ Pterois

lunulata TEMMINCK et SCHLEGEL (カサゴ科) (水戸・内田， 1958)， ホウボウ Chelidonichthys 

spinosus MCCLELLAND (ホウボウ科) (水戸， 1963)の3科3種だけがこれに該当するが， ハオコ

ゼの解化 6 日後の仔魚、の形状は，これら 3 種の瞬化 4~5 日後のそれに似て，とくにオニオコゼの

仔魚に酷似する.これら 3 種では僻化後 4~5 日以降の仔魚期の記載を欠くが，ハオコゼでは稚魚

期以降の成長段階において，カジカ亜日の他科魚類に比べて胸鰭の発達が顕著でないにもかかわら

ず，仔魚期に他科魚類のそれと同じく大型の胸鰭を有する時期を経過する点に注目したい.

本報告例では醇化22日後に着底生活への移行を開始し， 醇化35日後に全長 8.1mmの稚魚が得

られた.一方，駿河湾沿阜で著者らの採集した本種の最小の標本は1977年8月に得た全長約10mm

の稚魚である.本沿岸における本種の産卵期 (5~7 月〉を考え合わせると，天然に得られたこの
大きさの個体は，僻化後約1.5カ月を経たものと判断される.

要 約

1. 東海大学海洋科学博物館の飼育水槽(1.64 mりで， 1976~1979年にハオコゼが産卵した.

本報告は同種の産卵行動と初期生活史についての知見をまとめたものである.本種を含む本科魚類

の産卵習性は従来未知であり，初期生活史は卵内発生初期の断片的な知識に止まっていた.

2. 産卵は例外なく夜間，水槽照明消灯後の薄明下で行なわれた.産卵時刻は20時47分~22時30
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分，多くは21時30分以降であった.産卵は雌 1 尾と雄2~6 尾，または雌雄一対でなされる.一般

に雄の求愛によって産卵行動が始まり，雌雄は水面に向かつて上昇し，水面直下で放卵放精を行な

う.

3. 受精卵は径1.OO~1. 01 mm， 無色透明の球形分離浮性卵で， 大治球 1個と小油球20数伺を

有する.小油球は卵内発生の進展に伴って癒合し，受精13時間後には大油球 1個となる.

4. 受精23時間30分後(卵の飼育水温 25.4~26. 20C )に， 仔魚の解化が始まる. 僻化直後の仔

魚は全長 2.16~2. 20 mm，長卵形の卵黄を有し， 卵黄後端に油球 1個を有する. 眼に色素を有せ

ず，口と虹門はまだ開いていない.

5. 牌化48時間後，口と匹門が開き摂餌を開始する.僻化6日後，胸鰭の発達が始まる.僻化13

日後，胸鰭が顕著に伸長発達し，鰭篠11本が数えられる.尾鰭原基が出現する.

6. 僻化20日後，鰭傑数が定数に達する.眼上糠，前・主偲蓋骨練の形成が始まる，僻化日22後，

底生生活への移行が開始される.9降化30日後，初期稚魚期に入る. 僻化35日後， 全長 8.1mmと

なり，成魚、に似た外部形態を具えるに至った.

7. 採集標本の生殖腺指数値の変動によって，駿河湾における本種の産卵期が 5~7 月であるこ

とを確認し，自然の産卵期水温と，本報告における水槽内産卵の時期及び産卵時水温との相違につ

いて述べた.

8. 初期仔魚期の形質をカジカ亜目の他科魚類のうち分離浮性卵を産みかつ仔魚期の記載された

3科3種(オニオコゼ， ミノカサゴ，ホウボウ)と比較し，仔魚期に胸鰭の発達する共通の成長段

階を経過することを確かめた.
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