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シロウオの営巣と砂粒径・流速との関係

秋山信彦・北野　忠・引地邦夫・小笠原義光

Rerationship between Nest-building Activity of Ice Goby, Leucopsarion petersi 

Nobuhiko AKIYAMA, Tadashi KITANO, Kunio HIKICHI, and Yoshimitsu OGASAWARA

索 引 語：シロウオ／砂粒径／流速／産卵活動

　The relationship between nest-building activity of ice goby, Leucopsarion petersi and either 
sand particle size or stream velocity was examined through fi eld observation and laboratory 
experiments.
　Field data was obtained from the examination of seventeen 1  u blocks in a segment of River 
Hatauchi, Shizuoka prefecture. The fi sh did not construct any nest in the two blocks of rapid 
stream velocity of about 500 mm/sec. Between 0 and 63 nests per block were found in sections 
with mild stream velocity (110 ～ 250 mm/sec) whereas the three blocks with slow stream 
velocity (about 10 mm/sec) had between 132 ～ 156 nests each. No substantial diff erences in sand 
particle size were found between blocks, all being predominated by fi ne sand (< 1.0 mm diameter).
　The preferred stream velocity and sand particle size for nest building were evaluated in 
laboratory raceways using wild ice goby males from four rivers. Some between-river diff erences 
were noted but male ice goby generally preferred a combination of slow fl ow velocities (50 
mm/sec or less) and medium to fi ne sand particles (< 4 mm diameter) to faster fl ow velocities 
and coarser sand for nest-building. Thus, the results of rearing experiments confi rmed fi eld 
observations.
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　１）シロウオが産卵場として選択する好適な底砂粒
径と流速を明らかにするために，天然産卵場の調査と
研究室での実験を以下のように行った。
　２）産卵場では１ｍ方形区画を 17 箇所作り，営巣
数と底砂粒径，流速等を調べた。その結果３区画の
営巣数が 132 ～ 156 個と著しく多く，流速の平均値は
10.7 ± 0.6mm／ sec で他の区画より緩やかであった。
　３）粒径１mm 以下，１～２，２～４，４～５
mm，５mm以上の５種類の底砂を用いて，営巣場所
の選択性を調べた。その結果，波多打川産では１～４
mmで営巣個体が多かった。しかし，敦賀市産では一
定の傾向が認められなかった。
　４）流速０，50，150mm／ sec の３種類の流水中
で営巣場所の選択性を調べた。その結果，庵原川産は



150mm／ sec で営巣数が減少した。しかし，七海川
産では変化がなかった。
 ５）３）に示した５種類の底砂粒径と３種類の流速
を組み合わせ，営巣場所の選択性を調べた。その結果，
庵原川産，敦賀市産の双方とも流速 50mm／ sec 以
下で，粒径２～４mmの砂の場所を営巣場所として選
択した。
 ６）以上の諸結果から，シロウオは地域によって営
巣場所の選択性が多少異なるが，営巣時に口にくわえ
られない５mm以上の底砂粒径地は，営巣場所として
適さず，４mm以下の底砂粒径を主とする場所が好適
で，流速が150mm／secに達すると営巣数は減少する。
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