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Abstract Owing to growing concem regarding the dec1ining numbers of Far Eastem 
catfish， Silurus asotus， associated with and formerly abundant around paddy fields， a census 
of the species was conducted in the shal10w lotic environment of a paddy field channel in 
2008 and 2009. Although such a channel has been conventional1y regarded as unsuitable as 
S. asotus habitat， a total of 707 adults were observed overal1， eggs being collected during 
30 of 58 egg census visits. A significant positive correlation existed between the number 
of S. asotus adults and eggs. Adult catfish were observed almost exc1usively at night wh巴n
the water was deep， suggesting that most entered the channel at night for spawning. Such 
paddy-associated channels appear to function at least partly as altemative spawning sites 
when paddy fields are not accessible. 
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ご五r川や湖沼の増水時にのみ冠水する場所は-

1ーJ時的水域とよばれる.さまざまな魚類が一

時的水域を繁殖場所や一時的な生息場所として利

用することが知られている(斉藤ほか， 1988;湯

浅・土肥， 1989;斉藤， 1997;田中， 2001 ;前畑，

2004など).湖沼や河川下流部周辺の一時的水域

は，干拓や河川改修などによって少なくなってい

る(中島， 2001;西野， 2008). 一方，水域周辺

に造成された水田地帯は 水路により周辺水域と

つながっていたために，生物にとっては自然の一

時的水域の代替地となった(守山， 1997). この

ように，一時的水域を繁殖場所とする魚類にとっ

て水田は重要な場所となっており，これらの魚類

は水田の存在に強く依存しているといえる.

1970年代から行われてきた聞場整備により，

水田は魚類にとって侵入しにくい場所となった.

その理由は，水田面と水路聞の落差が拡大したこ

とや排水口がパイプ化されたためである(守山，

1997 ;片野， 1998;田中， 2006など).魚類が侵

入できない水田の増加にともない，水田を繁殖場

所とする魚類は減少傾向にあるといわれている

(守山， 1997;片野， 1998;水谷， 2009). 

ナマズ Silurusasotusは，フナ類 Carassiusspp.や

ドジョウ Misgurnusanguillicαudatusなどと並び，

水団地帯を繁殖場所として利用する代表的な魚種

であり，水田および水田周辺の小水路で、繁殖する

といわれている(片野ほか， 1988;斉藤ほか，

1988 ;前畑， 2001). 本種は，滋賀県では，繁殖

場所となる水固など一時的水域の減少を理由に，

要注目種に指定されている(前畑， 2011). 

ナマズの繁殖時の行動については，片野ほか

(1988)および Maehata(2002)が詳細に報告して

いる.これらの報告によると，調査地聞で行動に

多少の違いはあるものの，本種の繁殖行動には，
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1)一時的水域への侵入， 2)ペア形成， 3)雄に

よる雌への追尾， 4)雄による雌への巻き付き，

という一連の流れがある.なお，これらの報告で

は，放卵・放精がどの時点で行われるのかは確認

されていない.

著者らはこれまで、に滋賀県彦根市の水団地帯を

流れる小規模河川であり，恒久的河川と考えられ

る今川において，ナマズの一連の繁殖行動を複数

回確認している.本種が水田や小水路などの一時

的水域以外の場所を繁殖場所としてどの程度利用

できるのかについては，定量的な報告は見当たら

ない.そこで，著者らは夜間の定時において今川

にどの程度の個体数が侵入していたかを 2年にわ

たり計数した.また，流下卵についても調査を行

い，恒久的水域で、ある小規模河川がナマズ、の繁殖

場所としてどの程度利用されているのかについて

検討した.

材料と方法

調査地滋賀県彦根市八坂町を流れる江面川支

流の今川で調査を行った (Fig.1). 今川は流路延

長 1431mの小規模河川であり，周年水が流れる

恒久的水域で、ある.そのおもな水源は，聞出今町

集落内に存在する複数の湧水で、ある.今川は聞出

今集落を流れ出た後，水田地帯を流れる.そして

水田地帯の末端で南西方向へとほぼ直角に屈曲

し，江面川に合流する(以下，この合流点のこと

を今川河口と称する).江面川は今川と合流した

地点から約 360m下流で琵琶湖に流入している.

今川は人工的に直線化された河川であり，その

両岸はコンクリート張りである.今川河口とその

約 300m上流の聞の区間では，直径 5-20cm程度

の礁が河床を覆っている.それより上流ではコン

クリート河床が連続している.

水田地帯区間の今川は農業用排水路として利用

されており，この区間では複数の小排水路が今川

に流入している.水田からの排水のほとんどはパ

イプを介して小排水路に流入している.したがっ

て今川周辺の水田に魚類が侵入することは不可能

である.

今川河口の上流約1.5kmの地点には勾配が約

30度の傾斜部があり，その落差は約 85cmであ

る.魚類がこの傾斜部より上流へ遡上することは

困難である.今川河口からこの傾斜部までの範囲

には，魚類の遡上を妨げる構造物は見当たらな
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Fig. 1. Map ofthe study area. Sections A (approximately 

200m) and B (approximately 730m) indicate the observation 

areas in 2008 and 2009， respectively. Open aηows denote 

direction of water自ow;gray areas indicate paddy fields. 

し¥

川幅を任意の数地点で測定したところ，最小値

は219cm，最大値は 316cmであった.川幅は下

流ほど広くなる傾向にあった.

定時目視調査今川河口の 460m上流の地点を

目視調査の始点とし，これより上涜部で目視観察

を行った.この区間は，上流で、は水深が比較的浅

く，コンクリート 3面張りで，抽水植物や磯など

視界を遮るものが少なく，ナマズの目視観察に適

していた. 2008年には，始点から上流に向かつ

て約 200mの区間(区間 A) で調査を行った

(Fig. 1). 2009年の調査では区聞を延長し，始点

から上流に向かつて約 730mの区間(区間 B)を

対象とした (Fig.1). 

目視調査を行う時聞は夜間とし，基本的に午前

0時に調査を開始した.始点から上流側に向かつ

て，河岸を歩きながら，ライトを用いで河川水中

を目視した.そして目視で確認できた個体を計数

した.観察時には，個体に光が当たる時聞を極力

短くするよう努めた. 2008年には 5月 14日から

7月 31日までの 79日聞に 65回， 2009年には 3

月22日から 7月31日までの 132日聞に 106回の

調査を行った.

調査開始時に始点において，水温，水深および

流速を測定した.流速は，植物片が水面を 1m流

れる時聞を計測して算出した.また，彦根地方気

象台および国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川

事務所のホームページから，それぞれ日降雨量お

よび琵琶湖の水位のデータを得た.

ナマズの観察個体数と他のデータとの関係の検

討には Spearmanの順位相関係数を用いた.個体

数と環境要因との相関行列を求める際には，
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Holm法により補正した.

夜間継続目視調査 18時から翌日 6時まで， 2 

時間おきに定時目視調査と同様の調査を区間 B

で行った.調査日は 2009年5月29日， 6月 10

日および 6月30日の計 3日である.この 3日の

日没および日出は 19時3分から 19時 15分まで，

および 4時42分から 4時46分までの間であっ

た.

卵の確認調査 タモ網を用いて，卵の採集調査

を行った.ナマズの卵は解化が早く， 20-26"Cの

条件下では 1，2日で鮮化する(友田， 1978;田

崎・金沢， 2001). したがって，卵の存在の確認

は， 2日以内にナマズが産卵したことを知る指標

となる.

卵の採集には，幅 40cm，深さ 30cm，目合い 1

mmのD型タモ網を用いた.網の先端の平らな部

分を河床につけ，上流側に向かつて河床の 40cm 

X 40 cmの範囲をこするように掬い取った.調査

は区間 A内で 5地点，その下流で 3地点，計 8

地点で行い，地点聞の間隔は 40-50m とした. 1 

地点につき両岸の 2ケ所で掬い取り，採集された

ナマズの卵を計数した.なお，本種の卵は直径 3

mm程度の鮮やかな黄緑色をしており(小早川，

2005)，同定は容易である.調査期間は 2008年5

月 14日から 7月 31日までの 79日間であり，こ

の聞に 58回の調査を行った.調査する時間帯は

14時から 17時の間とした.

結 果

本調査地の水深と琵琶湖の水位の聞には有意な

正の相関関係が認められた (Fig.2; 2008年:

rs=0.73ラPく0.01，2009年:rs=0.85， Pく0.01).琵琶湖

の水位は琵琶湖河川事務所によって管理されてお

り， 6月中旬ごろに管理水位が +30cmから 20

cmに引き下げられる.本調査地の水深も同様に

6月中旬に低下した (Fig.3). 

本調査期間における水深の平均値は， 2008年

および 2009年でそれぞれ 13.7cmおよび 17.6cm 

であった (Table1). また，水深の最小値はいず

れの年も 5cm前後であった.流速の平均値は

2008年および 2009年でそれぞれ 35.7cmlsecおよ

び 19.6cmlsecであった.また，流速の最小値は

2008年および 2009年でそれぞれ 13.3cmlsecおよ

び2.0cmlsecであった.平均水温は 2008年および

2009年でそれぞれ 20SCおよび 17.rcであった.

35 

会己にみ 30 l X 

25 

d'吋。E.= a F2O 

と混匂主 15 
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同 30 -20 ・10 0 10 20 

Water level of Lake Biwa 

Fig. 2. Relationship between water depth at the beginning 
of each Silurs asotus census and water level of Lake 
Biwa. Open circles and the crosses indicate data for 2008 
and 2009， respectively. ** indicates a significant positive 
correlation (Pく0.01).

Table 1. Hydrographic parameters in the study periods 

(14 May to 31 July 2008， and 22 March to 31 July 2009)， 
and Spearman's rank correlation coefficients (rs) between 

each parameter and observed numbers of S.ωotus 

Water Water Flow Precipitation 

Temp. Depth Velocity 

CC) (cm) (cmJsec) (mm) 

2008 Max. 29.9 27.5 66.7 63.0 

Min. 14.9 5.5 13.3 。
Ave.(:l:SD) 20.5士3.0 13.7土6.035.7:1:10.5 5.5土11.7

rs 0.35* 0.51キ* -0.14 0.25 

2009 Max. 24.4 33.0 52.6 40.5 

乱1in. 7.3 5.0 2.0 。
Ave.(土SD) 17.1土4.7 17.6土8.1 19.6:1:12.1 4.3土8.8

rs 0.16 0.38** 0.18 0.14 

*pく0.05，** pく0.01

2008年および 2009年の調査で，それぞれのべ

245個体および 462個体のナマズ在確認した.各

調査日の確認個体数との聞に有意な相関関係が認

められた環境要因は， 2008年では水温と水深，

2009年で、は水深で、あり，確認個体数と水深との

聞には両年とも正の相関関係が認められた

(Table 1). 

2008年の調査では，調査開始当初から複数の

個体が確認された (Fig.3a). 調査開始から 6月

中旬まで，頻繁に複数個体が確認された. 2009 

年の調査では， 5月までナマズはほとんど確認さ
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。。
Fig. 4. Mean numbers of Silurus asotus adults observed in 

section B between 18:00-6:00 on May 29-30， June 10ー11，
and June 30ーJuly1， 2009. Observations conducted every 
two hours. Open and closed a汀owsindicate sunrise and 

sunset， respectively. Error bars represent SE. 

度は減少したものの，複数回にわたって卵が採集

された.本調査期間で最後に卵が確認された日は

7月 29日であった.夜間に確認されたナマズの

個体数と翌日の採集卵数の聞には有意な正の相関

関係が認められた (Fig.5; rs=0.54， Pく0.01). 

本調査地は水深が 5-30cm前後の浅い水域で、あ

る.また，流速は 2008年および 2009年それぞれ

で最低でも 13.3cmlsecおよび 2.0cmlsecであり，

流水環境であるといえる.さらに，本調査区聞は

コンクリート 3面張りである.ナマズは河川の

中・下流域や湖沼など，水深が深く流れの緩やか

な場所を好むといわれている(友田， 1962;小早

察考

れなかった (Fig.3b). 多くの個体が頻繁に確認

された時期は 5月上旬から 6月中旬にかけてで

あった.

確認個体数と降雨量との聞には有意な相関関係

は認められなかった (2008年 :P=0.12， 2009年:

P=0.34). しかし，水深が浅くなった 6月中旬以

降には，降雨による増水時に比較的多くのナマズ

が確認された (Fig.3a，b). 

2時間ごとの観察では，ナマズの個体数がもっ

とも多くなる時間帯は一定ではなかった (Fig.

4). しかし，いずれの日においても，夜間に確認

個体数が多くなる傾向にあり，周辺が明るい日没

前の 18時および日出後の 6時に確認された個体

数はわずかであった.

ナマズの卵は 58回の調査で 30回採集された

(Fig.3a). 調査期間の後半には卵が採集される頻
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川， 2005など).したがって，本調査地はナマズ

の恒常的な生息場所ではないと考えられるが，本

研究では 5月から 6月にかけての夜間には，多く

のナマズ在確認することができた.ナマズの繁殖

期は 5，6月といわれており，この時期に降雨な

どによって増水すると，夜間に水田などの一時的

水域に遡上して産卵を行うことが知られている

(片野ほか， 1988;斉藤ほか， 1988; Maehata， 

2007). また，本調査の定点の約 100m下涜に設

置したトラップでは， 5-7月には多くのナマズが

採集されたが， 9月以降にはほとんど採集されな

かった(舟尾，未発表).さらに， 5-7月にトラッ

プで採集されたナマズの多くは，腹部を圧迫する

と卵あるいは精子を出したため(舟尾，未発

表)，最終成熟していたと考えられる.これらの

ことから，本調査地で観察されたナマズの大半は

繁殖を目的に遡上してきた個体であると考えられ

る.

ナマズは卵を保護することはなく，卵を拡散さ

せることで生残率を高めていると考えられている

(片野ほか， 1988;前畑， 2004). すなわち，ナマ

ズ、の一時的水域への侵入は産卵が目的であり，そ

の滞在時聞は短く，ほとんどは夜間に限られる

(片野ほか， 1988;斉藤ほか， 1988). 本調査地の

夜間継続目視調査でも，夕方および明け方に確認

された個体数は少なかった.また，この調査区間

の植生は限られており，その他の隠れ場所もほと

んどないため，日中に多くの個体がこの範囲にと

どまっている可能性は低い.これらの結果から，

本調査地に出現したナマズは夜間に遡上し，明け

方までに降下していると考えられる.さらに，頻

繁にナマズが観察された時期には，多くのナマズ

が毎晩のように本調査区間まで遡上してきたこと

になる.ただし，同一個体が繰り返し遡上してい

るのか，別個体が遡上しているのかは不明である

ため，この点についてほ今後の検討が必要であ

る.

ナマズが頻繁に確認された時期には，本種の卵

も頻繁に確認された.ナマズの確認個体数と採集

卵数の聞には有意な正の相関関係が認められた.

ナマズの卵は 20-26'Cの条件下では 1，2日で僻

化する(友田， 1978;田崎・金沢， 2001). 調査

期の平均水温は 2008年および 2009年でそれぞれ

20SCおよび 17.l'Cであった. 2009年の平均水

温が低かったのは，調査開始時期が早かったため

である.本調査では，水温の測定を 0時前後に

行ったため，値は低い. 2008年 5月 14日から 8

月 1日にかけて， 16時前後に同地点で測定した

平均水温は 26TCであった(舟尾，未発表).こ

のことから，確認された卵の大部分は確認日の前

日の夜に産卵されたものであり，重複して採集さ

れた一腹卵はそれほど多くないといえる.本研究

によりのべ 30回にわたってナマズの卵が採集さ

れたことは，本種が本調査地で、頻繁に産卵を行っ

ていることを示唆している.

以上のことから，頻繁にナマズが確認された

5， 6月がナマズの繁殖の最盛期であると考えら

れる.これは既存の知見とも一致する(友田，

1962 ; Maehata， 2007). Maehata (2007)は琵琶湖

湖西地域の水路で、調査を行い， 4月下旬から 8月

下旬にかけて本種の産卵行動を確認した.この報

告から琵琶湖地域における本種の繁殖可能な時期

は4ヶ月間と長いことが示唆される.本調査地に

おいてもナマズの卵は 7月下旬にも採集されたこ

とから， 8月ごろまで繁殖する個体がいると考え

られる.

調査範囲を拡大した 2009年には，のべ個体数

にして 462個体のナマズを確認した.本種は多回

産卵そ行う可能性があり (Maehata，2007)，別の

日に再遡上してきた同一個体を重複して計数した

可能性は高い.しかし， 0時前後に行った短時間

の調査で 500個体近いナマズを確認できたことか

ら，重複を考慮しでも，繁殖期にこの場所へ遡上

するナマズは非常に多いと考えられる.

今川は改修済みのコンクリート張り河川であ

り，常時水が流れる恒久的水域であるにもかかわ

らず，多くのナマズが遡上し，この場所で産卵し

たと考えられる.ナマズは周囲の水田地帯を目指

して遡上してきたと考えられるが，ナマズが周囲

の水田に侵入することは困難であり，遡上したナ

マズはこの場所で産卵せざるを得なかったのかも

しれない.本研究ではナマズが状況に応じて一時

的水域周辺の恒久的水域でも産卵することを示す

ことができた.今後，恒久的水域での産卵が，卵

および仔稚魚の生残率に及ぼす影響について詳細

な調査を行う必要がある.
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