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カマツカの産卵・初期生態に関する一知見

中島淳

A note on the spawning and ear1y life ecology of the pike gudgeon 

Pseudogobio esocinus (Cypriniformes， Cyprinidae) 

J un NAKAJlMA 

Abs仕acむ 1surveyed the temporal appearance of adult individuals and the number of flowing eggs 

and larvae of the pike gudgeon Pseudogobio esocinus three times for 24 h in a spawning site in 

N akagawa Rive乙northernKyushu Island， ]apan. Sixty-four adult individuals were observed， but only 

at night-time; females appeared between 8: 00 PM and 1: 00 AM， and males appeared between 8: 00 
PM and 5: 00 AM. A tota1 of 11，293 flowing eggs were captured， and most of出eeggs were found 

between 9: 00 PM and 2: 00 AM. Compared wi出 thenumber of flowing eggs， the number of pelagic 
larvae was very small. Therefore， it was assumed that the spawning of P. esocinus occurs at night 
between approximately 8: 00 PM and 1: 00 AM， and that the spawned eggs floating downstream but 

the larvae do not. 

Key words: Gobioninae; Life history; Spawning time; Freshwater fish 

コイ科カマツカ亜科に属するカマツカ Pseudogobio

esocinusは，本州，四国，九州，壱岐島，朝鮮半島，

および中国東北部の諸水系に広く分布する底生性の純

淡水魚類である(内田 1939;青柳 1957;中村 1969; 

小林・紀平 1977; Banarescu 1992). 本種はまとまっ

て多数採集されないことや，刺網で漁獲された個体の

頭部が取れやすいことなどから市場価値が低く(中島

2010) ，一般に流通することは稀である。しかしなが

ら美味な魚として知られ，日本各地の内陸部では煮付

けや塩焼きなどにされ，日常の食用魚として古くから

利用されている(宇井 1924;川端 1931;内田 1939; 

蒲原 1949;中村 1969)。また，大分県の大野川水系，

大分川水系，福岡県の筑後川水系，矢部川水系では本

種を対象とした小規模な漁業も行われており(池田

1979 ;吉武ら 1985;中島 2010)，大分県宇佐市では

本種やオイカワ Zaccoρlatytusを用いたり11魚の甘露

煮」が郷土料理として知られている(農村開発企画委

2014年8月20日受付;2014年12月16日受理.

員会 2007)。このため，大分県では過去に種苗生産の

技術開発も行われている(吉武ら 1985，1986， 1987， 

1988， 1989)。
本種の生態・生活史については内田 (1939)や中

村 (1969) によりその概要がまとめられており，食

性(清石 1935;水野ら 1958)，河川での生長(上野ら

2000) ，河川内移動(上野 2001)，成熟年齢とサイズ

(上野 2002)，仔魚の走光性(中島 2006)，水温と騨化

時間の関係(中島ら 2006)，生息場所選択 (Nakajima

et al. 2008) なども報告されている。本種の産卵生態

については，卵が夜間に河川を流下すること(上野

ら 1998)，成熟個体が産卵場所と思われる場所に小規

模な移動を行い集合すること(上野 2001)，水面付近

で沈性粘着卵をばら撒くような産卵を行うこと(長田

2014) などが知られている。しかし，いずれも断片的

でカマツカの野外における産卵生態については不明な

点が多い。成熟・産卵に関する基礎的知見は，効果的

福岡県保健環境研究所 CFukuokaInstitute of Health and Environmental Sciences， Mukaizano 39， Dazaifu， Fukuoka 818-
0135， }apan). 
E-mail.cyprin@kyudai.jp (}. Nakajima). 
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な資源保護を考える上で欠くことができない(川島ら

1988)。また，近年では生物多様性保全の観点からも，

多様な生物種の生態・生活史に関する知見の蓄積が必

要とされている状況にある(総務省 2008;農林水産

省 2012;鬼倉・中島 2012)。

以上の背景のもと，著者は野外において産卵期のカ

マツカ成魚の出現状況と卵・仔魚の流下について調査

を行い，その産卵・初期生態について新知見を得たの

で報告する。

材料および方法

野外における成魚の出現

福岡県福岡市南区的場付近の那珂川 (33.539576N，

130.431612E)の瀬に挟まれた約50mの区間(川幅10

~20m，最大水深約60cm) において， 2005年4月26

~27 日(日入18時57分， 日出 5時33分)， 同 5 月 9~

10日(日入19時7分， 日出 5時21分)， 同 5 月 24~25

日(日入19時18分， 日出 5時11分)の3回調査を行っ

た。これらを以下順に観察 1，2， 3とする。観察区

間の底質は主に砂礁で，瀬の一部は直径10~30cm

程度の岩で構成される。岸部は左岸側は木本と草本か

らなりやや水深があるが，右岸側は砂礁からなる浅い

環境である。水温データロガー (TidbiT; Onset) を

用いて毎時計測した調査時の水温(平均値±標準偏差)

は，観察 1が16.8::!::1.3t，観察 2が18.2::!::1.ot，観察

3が20.3::!::1.8tであった。調査は15時から翌日の14時

にかけて 1時間に 1回，毎正時前後に24回行った。観

察時間は毎回15分程度で，区間の下流端から上流端に

向かつて底砂を巻き上げないようにゆっくりとジグザ

グ状に歩き，目視により出現したカマツカ成魚、の個体

数および性別を記録した。夜間は懐中電灯を用いて観

察した。記録したカマツカは上野 (2002) を参考に，

Fig. 1. Male (top) and female (bottom) Pseudogobio esoc-
inus collected from Nakagawa River during the spawning 
season. 
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確実に性成熟をしていると考えられる体長90mm以

上の個体のみとした。性別の同定および体サイズの推

定は目視により行い，腹部が大きい個体をメス，体型

が細い個体をオスとした (Fig.1)。得られた結果をも

とに，出現した雌雄の個体数に差があるかどうかを

x2検定により解析し，出現時刻の傾向を調べた。なお，

日本国内においてカマツカ P.esocinusとされてきた分

類群には，遺伝的に別種レベルまで分化した 2集団が

存在する (Tominagaet al. 2009)。調査河川に生息す

る集団は， ミトコンドリア DNAシトクロム b領域の

塩基配列の特徴から， Tominaga et al. (2009) におい

て“グループ 1"と定義された集団に属することを確

認している(中島・富永未発表)。

卵と仔魚の流下

流下卵の採集は，成魚、の出現調査と同日・同地に

おいて平行して 3回行った。以下順に採集 1，2， 3 

とする。卵の採集には，幅600mm，高さ300mmの

長方形の枠に目合い0.3mmの網を取り付けた長さ約

2mの流下ネットを用いた。流下ネットは前述の調査

区間下流端の流心部において，ネットの上端が水面下

50mm程度の位置になるように，下端は水底に接す

るように設置した。採集は毎回14時から翌日の14時に

かけて24回行い， 1時間に 1回，流下ネットの内容物

を回収した。本種の卵には強い粘着性があるため(上

野ら 1998;中島ら 2006)，回収時に網表面を手のひら

で軽くこすり，付着している卵を取りこぼさないよう

努めた。流下ネットの内容物はプラスチック製のバケ

ツに移し， 1mmメッシュの網袋で漉した後，標本瓶

に収め10%中性ホルマリン溶液で固定し標本として持

ち帰った。なお，本種の卵径は1.1-1.2mmで強い粘

着性があり(中村 1969;中島ら 2006)，今回用いた

1mmメッシュの網袋の目から抜け出ないことを事前

に確認している。持ち帰った標本は実験室において

ソーテイングを行い，魚、卵と仔魚、を取り出した。取り

出した魚卵と仔魚、は，中村 (1969) に従い同定した。

なお前述した通り，本採集と同時に流下ネット設置場

所の上流側において成魚の出現状況の調査を行ってい

るが，底砂を巻き上げないよう注意して歩行している

こと， 1時間に 1回15分程度の低頻度であることから，

踏査による人為的な影響はほとんどないものとして結

果の解釈を行った。

結果

野外における親魚の出現時刻

全 3回の調査で体長90mm以上の成魚は合計64個

体が観察され，雌雄の出現数はメスが14個体，オスが
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卵の流下時刻

カマツカの卵は，採集 1において6328粒，採集 2に

おいて2991粒，採集 3において1974粒が採集された。

各時間区あたりで最も多くの卵が採集されたのは，採

集 1 の22~23時区で， 1036粒の卵が採集された。同

23~0 時区 (892粒) ，採集 2 の23~ 0時区 (842粒)

がこれに続いた。全 3回の調査において流下卵数は20

時から増加し， 21時から2時頃がもっとも多く，それ

以降は減少した (Fig.3)。また，全3回の調査におい

ていずれも 6時から19時の昼間に流下する卵数はきわ

めて少なかった。他魚、種の卵としてはナマズ Silurus

asotus卵とオイカワ卵が採集された。

カマツカの産卵・初期生態

50個体で有意にオスの出現個体数の方が多かった (X2

= 11.0， P < 0.01)。ただし，本調査では個体識別は行っ

ていないため，重複して同一個体をカウントしている

可能性もある。成魚、はすべて日没後の20時から日出前

の5時までの夜間に観察され，メスの出現時刻は20

~1 時，オスの出現時刻は20~5時で，オスの方がよ

り遅い時間まで出現し続ける傾向を示した (Fig.2)。

成魚は主に調査区上流端の瀬の流れ込み下部のやや流

れの緩やかな川底に，単独もしくは 2から 3個体が寄

り添って定位していた。また，観察 1の20時頃には 1

尾のメス(約150mm SL)を1尾のオス(約120mm

SL)が激しく追尾し，調査区上端の瀬に向かつて泳

ぎ去る様子が観察された。
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Fig. 2. Temporal appearance of adult female (A) and male (B) Pseudogobio esocinus in the 
survey site in Nakagawa River， northern Kyushu， ]apan (~・， 26-27 Apr. 2005;・，9-10May 
2005; ....， 24-25 May 2005). The grey tone indicates night-time. 
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Fig. 3. Temporal appearance of pelagic eggs of Pseudogobio esocinus col!ected from the 
survey site in Nakagawa River， northern Kyushu， ]apan (+， 26-27 Apr. 2005;・，9-10May 

2005;企 ，24-25May 2005). The grey tone indicates night-time. 
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Fig. 4. Temporal appearance of pelagic larvae of Pseudogobio esocinus collected from the 

survey site in Nakagawa River， northern Kyushu， ]apan (+， 26-27 Apr. 2005;・， 9-10May 

2005;企， 24-25May 2005). The grey tone indicates night-time. 

が高し、。

成魚、の出現は夜間に限られており，このうちメスの

出現は20~ 1 時に限られていた。 流下卵数は21 ~ 2 

時頃がピークとなっており メスの出現時刻とほぼ一

致した。 これらのことから，本種の産卵は日没 1 ~

2 時間後の20~21時頃から開始し，深夜 2 時頃まで

にはほぼ終了するものと考えられる。また，オスの出

現時間はメスの出現時間よりも長かったことから，オ

スは夜間産卵場所周辺において成熟したメスが出現す

るのを長時間待つものと考えられる。カマツカの産卵

時刻については，中村 (1969)が漁業者からの聞き取

り調査で夕刻から夜間であるとの記述を行っており，

上野ら (1998) も流下ネットによる卵の採集調査の結

果から，産卵時間は夜間と結論づけている。今回の調

査結果においても本種の産卵が夜間に行われることが

追認されたが，さらにその時間は比較的限られており，

日没後の20時から深夜 1時までの聞に集中することが

新たに明らかとなった。日本産コイ科魚類の産卵時刻

に関して網羅的にまとめた資料はないが，中村 (1969)

や川那部ら (2001)を参照する限りでは，確実に夜間

にのみ産卵する種は本種以外には知られていないよう

である。また，今回成魚、の昼間の生息場所については

詳しく調べていないが，調査区間内で底質の砂喋を掘

るようにしてタモ網を用いると，昼間でも成魚、が採

集できることを確認している。本種は積極的に砂中

に潜入する性質を有することから (内田 1939;中村

1969) ，成魚、は昼間は調査区間内の産卵場所近傍の砂

喋底中に潜入しているものと考えられる。

産出され流下した卵のその後の動態については本調

査では明らかにできなかったが，静水時における本種

仔魚の流下

カマツカの仔魚、は，採集 1において18尾，採集 2に

おいて 6尾，採集 3において101尾が採集された。採

集された仔魚の発育ステージは，すべて前期仔魚期の

ものであり，後期仔魚期や稚魚期の個体は採集されな

かった。最も多くの本種仔魚が採集されたのは採集

3 の 20 ~ 21時区の56尾であった (Fig.4) 。 しかしな

がら，それ以外では全体的に採集された個体数は少な

く，概ね 0 ~ 5 尾程度で特に明瞭な流下の傾向は認

められなかった。また，全 3回における同時に採集さ

れた流下卵の総数 (11293粒)と仔魚、総数 (125尾)を

比較したところ，有意に採集された仔魚、数が少なかっ

た (x2
= 7176.1， P = 0.00)。本種以外の仔魚では，フ

ナ類 Carassiusspp.，オイカワ，ナマズが採集された。

今回，産卵行動そのものは観察できず，直接的に産

卵場所の確認はできなかったが，複数の成魚がi頼の流

れ込み直下の川底に定位している様子や， 1例のみで

はあるが 1尾のメスに 1尾のオスが激しく追尾して

上流の瀬に向けて泳ぎ去る様子が観察された。中村

(1969) は琵琶湖において流入河川の流れ込みに成熟

した個体が集合することを報告しており，上野 (2001)

もカマツカの成熟個体が産卵場と推測される早瀬周辺

に集合する可能性を指摘している。野外における産卵

行動に関する報告はないが，水槽内において水面付近

の流れの強い場所でばら撒き型の産卵を行った様子が

観察されている (長田 2014)。これらのことから，本

調査地の上端部の瀬が産卵場所の一つであった可能性

察考
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の受精卵の沈降速度(平均土標準偏差)は，水温21
0

C

で1.27:t0.07 cm/s (n=10) (長田 2014) の値が得られ

ていること，受精卵は強い粘着性を有し野外において

底砂や藻類に多数付着している例が報告されているこ

と(中村 1969;上野ら 1998;長田 2014) などから，

流下しつつ沈降し，比較的短時間のうちに周囲の様々

な基質に付着するものと考えられる。日本在来の淡水

魚類において，河川で沈性粘着卵を流下させる産卵生

態の種は本種以外には知られておらず(中村 1969; 

川那部ら 2001)，きわめて特異である。

流下ネット調査では，採集された卵の総数と比較し

て，仔魚の総数はきわめて少なく，本種仔魚が河川に

おいてほとんど流下していないことが明らかとなっ

た。上野ら (1998) は大阪府大和川水系において流下

ネットによる採集調査を行い，本調査と同様に本種仔

魚、が卵と比較してほとんど採集されなかったことを報

告している。採集 3の19-20時区でのみ56尾の仔魚

がまとまって採集されたが，この採集時には流下ネッ

ト設置部の上流近傍でナマズ 1尾が岸際を激しく遊泳

していたことから，岸辺にいた仔魚がナマズにより流

水域にはじき出された影響と考えられた。一般に魚類

仔稚魚は遊泳力が低く，流下に対する抵抗力が弱いこ

とが知られているが (Houde1969 ; Harvey 1987 ;佐

川ら 2005)，Nakajima et a1. (2008) は本種仔稚魚が

岸際の開けた浅い砂地へ積極的な移動を行う可能性を

示唆している。また，本種の仔魚は浮上期を持たない

が，卵手化後2日目から10日目までの期間に強い正の走

光性を有し，水底をよく移動することが報告されて

いる(中島 2006)。本種の卵は沈性粘着卵であり，野

外では特定の場所に集中することはなく広く分散し基

質に付着すると考えられている(上野ら 1998;長田

2014)。したがって，癖化した仔魚は再度流下するこ

とはせずに，生息場所となる川岸の浅い場所へ自力で、

移動するという初期生態を有するものと考えられる。

以上より，本研究結果と既報による知見を統合する

と，カマツカの産卵・初期生態は以下のように整理で

きる:(1)産卵期の日没直後から深夜にかけてオス成

魚は産卵場となる瀬付近においてメス成魚が出現する

のを待つ， (2)メス成魚は日没 1時間後から深夜 1時

頃に産卵場付近に出現する (3)日没 2時間後から深

夜 1時頃にかけて瀬などの流れの早い場所の水面付近

でばら撒き型の産卵を行う， (4)産出卵は河川を流下

しながら沈降し分散して基質に付着する， (5)騨化し

た仔魚は再度流下することなく水底を移動し岸際の浅

い環境で成長する。

今後は産卵行動の詳細，産出後の卵がどの程度の距

離を流下して基質に付着するのか，また僻化した仔魚

の移動の仕組みなどについて明らかにし，本種の特異

な産卵・初期生態の利点を理解していく必要があるだ

ろう。

要約

コイ科魚類カマツカの野外における産卵・初期生態

の一端を解明するため，福岡県那珂川において，目視

による成魚の出現数と流下ネットによる卵・仔魚流下

数の24時間調査を 3回行った。本種成魚、は夜間にのみ

合計64個体が観察され，メス成魚は20-1時に，オ

ス成魚、は20-5時に出現した。流下卵は合計11293粒

を採集し， 21-2時にもっとも多かった。一方で仔

魚の流下はほとんど確認できなかった。これらのこと

から，オスは夜間に産卵場付近でメスの出現を待つこ

と本種の産卵は日没後の20時から 1時頃の聞に行わ

れること，産出卵は河川を流下すること，仔魚は流下

しないことカ宝明らかとなった。
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