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Toshinori FunaoへKoh-ichiTakakura， Takayoshi Nishida and Hiroichi Sawada. 2014. 
Reproductive population dynamics of the Far Eastem Catfish Silurus asotus estimated 
from mark and recap回reand Bayesian modeling. Japan. J. Ichthyol.， 61(1): 15-26. 

Abstract Owing to growing concems for the conservation of the Far Eastem catfish， 
Silurus asotus， due to declining numbers of the species resulting from a recent reduction in 
spawning sites， the dynamics of a reproductive population were investigated in Imagawa 
creek on the east shore of Lake Biwa Hikone City， Shiga Prefecture， central Japan. The 
丘equencyof ascent into the creek for reproduction was determined from a mark-release-
recapture method and construction of a Bayesian model. Field observations and the model 
analysis revealed the sex ratio ofthe population to be clearly female-biased. Although the 
more frequent upstream migration of males compared with females was not statistically 
significant， it was suggestive of more企equentreproductive activity in males. These 
findings differed企omthose of a previous study on the west shore of Lake Biwa， in which 
large， site-related variations in the reproductive ecology S. asotus had been suggested. The 
frequent migration ofmales observed in the present study may be ascribed to the presence 
of spawning females even in the late reproductive season 

地Correspondingauthor: Laboratory of Environmental Zoology， Graduα.te School of 
Environmental Science， The University of Shig.αPrefecture， 2500 Hassaka-cho， Hikone-
city， Shiga 522-8533， Japan (e-mαil: t.funa0702⑥gmail.com) 

時的水域は魚類にとって重要な生息・繁殖

場所である(斉藤ほか， 1988;湯浅・土肥，

1989 ;斉藤， 1997;前畑， 2004など).特に，一

時的水域を繁殖場所として利用する魚類にとって

一時的水域の存在は不可欠であるといえる(斉

藤， 1997). 近年では，自然の一時的水域は減少

し，水田がその代替地として生物に利用されてい

る(守山， 1997). しかし， 1970年代以降に行わ

れた聞場整備により，水田と恒久的水域聞の連続

性が失われたため，多くの水田は魚類にとって

利用できない場所となった(守山， 1997;片野，

1998 ;田中， 2006など).そのため，近年では一

時的水域を繁殖場所として利用する魚類の多くは

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Silurusasoωs (ナマズ目ナマズ科)は一

時的水域を繁殖場所として利用する代表的な魚種

である.本種のおもな生息場所は河川の下流部や

湖沼など流れの緩やかな場所である(友田，

1962 ;小早川， 2005など).本種は繁殖時には水

田などの一時的水域に短期間侵入する(片野ほ

か， 1988;前畑， 2001 ;舟尾・沢田， 2013). 滋

賀県は，魚類の侵入可能な水田の減少などを理由

に，本種を滋賀県版レッドデータブ、ックで要注目

種に指定している(前畑， 2011). 

水田を繁殖場所として利用する魚類の保全のた

めには，対象種の繁殖生態の解明が必要である.

ナマズの繁殖行動には一連の流れがあり，一時的
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Fig. 1. Map of the study area. Sections a (approximat巴Iy200 m in 

length) and b (approximately 730 m) indicat巴observationareas in 2008 

and 2009， respectively. Section b also indicates a surveyeda by scooping 

and casting net. Solid circles A and B indicate trapping points. Open 

arrows and gray areas denote direction of water日owand paddy fields， 

respectively 

水域に侵入したのち，ペア形成，雄による雌への

追尾，雄による雌への巻き付き，という順に行わ

れる(片野ほか， 1988; Maehata， 2002). 滋賀県

湖西地域の水田地帯における調査では，本種は一

回の繁殖期に複数回にわたって水田地帯に侵入

し，産卵を行 っている 可能性が示されている

(Maehata， 2007). さらに， Maehata (2007) は性

比や繁殖生態に地域差がある ことを指摘した.し

かし，本種の繁殖に関する詳細な報告は，このほ

かに見当たらず，本種の繁殖に関する研究は進ん

でいない.

著者らは，滋賀県彦根市の水田地帯の小規模河

川におけるナマズの侵入と繁殖について調査を行

い，春から夏にかけて夜間に産卵のために遡上し

てきたと考えらえる個体を多数観察した(舟尾・

沢田， 2013). 舟尾 ・沢田 (2013) では遡上個体

の観察結果が記載されたのみであるが，この目視

観察と同時に，著者らは遡上個体の一部を捕獲

し，本種の繁殖場所における性比と雌雄の行動に

ついての調査も実施した.繁殖場所における性比

は，雌雄の生存率の違いばかりではなく，雌雄の

行動様式の違い，例えば，性により繁殖行動の活

発さや繁殖の繰り返しの頻度が異なることなどの

影響を受けるため，本種の繁殖集団の動態を明ら

かにするうえで重要な情報である.

これまでの研究で観察された性比の地域差が，

繁殖集団の性比そのものの違いに起因するのか，

あるいは雌雄の行動様式の地域差などに起因する

のかを知るためには，まず標識再捕法などにより

雌雄の個休数を推定する必要がある.そこで本研

究では，捕獲個体に標識を施し，再捕獲率等を記

録した.そして，これらの調査結果に基づいて，

ナマズの繁殖集団の規模と変動を雌雄で個別に明

らかにすることを目的とした ただし，ナマズの

ように小河川では比較的個体数が少ない種につい

ては，推定誤差が大きいため正確な性比を知るこ

とは非常に困難である.そのため，本研究ではベ

イズ、モデ、ルを構築することで，この繁殖集団の性

比の変動そ推定する乙とを試みた.モデルを構築

するにあたり，ナマズは繁殖期にのみ小河川に侵

入してくること(舟尾・沢田， 2013) と複数回繁

殖 す る と 考 え ら れ る 個 体 が 存 在 す る こ と

(Maehata， 2007)を踏まえ，河川の河口周辺に形

成される繁殖集団を想定した.そして，推定され

た性比に基づいて，ナマズの繁殖集団の時期的な

変動および繁殖期における雌雄の繁殖参加回数の

違いについて検討した.

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 (Pig.1). 今川は流路延

長 1，431mの小規模河川である. 今川は水田地帯

を流れ，水田地帯の末端で、南西方向へとほぼ、直角

に屈曲し，江面川に流入する(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
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流した地点から約 360m下流で琵琶湖に流入して

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.パイプと

水面聞には落差があった.また，パイフ。の取水口

は小さく，魚類が侵入することはきわめて困難で

あると考えられた.したがって今川周辺には魚類

が侵入できる水田はないと考えられる.

今川河日の上流約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.大幅な増水時であってもこの落差はほとんど

解消されず，流速は非常に速くなっていた.その

ため，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

かった.

今川の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.

目視調査 舟尾・沢田 (2013)は今川でナマズ

の遡上個体数を目視で計数し，その結果を報告し

た.本研究では，その結果をモデルに組み込んだ

ため，目視調査方法を記載する.

今川河口の 460m上流の地点を目視調査の始点

とし，これより上流部で目視観察を行った.この

区間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.始点から上琉側に向かつ

て，河岸を歩きながら，ライトを用いて河川水中

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.

モンドリ調査 モンドリと呼ばれるワナを用い

てナマズを捕獲した.モンドリの形状は楕円形の

ドーム状であり，その幅は 62cm，奥行きは 92

cm，高さは 54cm，目合いは 1cmである.この

モンドリには一方のみに入り口がある.この入り

口の直径は 26cmで，入った魚が脱出しにくい構

造になっている.この入口を下流側に向けて設置

した.

2008年には 5月21日から 8月 l日まで， 2009 

年には 3月 1日から 8月 1日まで，地点 A，Bの

2ケ所にモンドリ各 1個を継続して設置した

(Fig. 1). 採集物を確認する時間帯は 16時から 18

時の間とした.

2008年には，設置していた 73日聞に 59回採

集物を確認した. 2009年には， 154日聞に 114回

確認した.定量的に採集できるようにするため，

できるだけ毎日確認するように努めたが，調査間

隔が 1日以上空いた時が 2008年と 2009年でそれ

ぞれ 10回と 34回あった.ただし，降雨時にはナ

マズがよく捕獲される傾向にあるため，降雨が

あった日の翌日には採集物を確認するようにし

て，定量的な評価への影響を小さくするように努

めた.

また，地点 Aでは 2008年9月 1日から 12月

29日までの期聞にも継続して設置した.この時

期にモンドリを設置したのは，秋以降にナマズが

頻繁に採集されないことを確認するためである.

そのため，調査頻度を 2日に一回程度とした.設

置していた 122日聞に採集物を 70回確認した.

調査間隔が 1日以上空いた日は 40回あった.

モンドリで採集されたナマズについては，標準

体長を測定し，尾鰭および胸鰭第 l鰭条の形状か

ら性別を判断した(友田， 1978;田崎・金津，

2001). また，標準体長が 30cm以上の個体には，

個体識別のために左右いずれかの胸鰭の第 l鰭条

に標識を施した.体長 30cm以上の個体を対象と

した理由は，小型個体の第 l鰭条は細く，折れる

危険性があったため，そして小型個体では性別を

判断しにくい個体が多いためである.

標識には 6色のプラスチックビーズ(直径1.5

2.0 mm)を用いた.組み合わせを変えたビーズを

糸に通し，これを第 l鰭条の付け根近くに結びつ

けた.結び付ける糸には耐摩耗性の高いポリエチ

レン製の釣り糸を用いた.標識の取り付けが済ん

だ個体については，その個体を採集した地点に速

やかに放流した.標識個体が再捕獲された場合に

は，標識が外れかけていないか，標識の汚れがひ

どくないかを確認して，適宜標識を交換した.な

お，本研究ではモデルの簡便化のため，標識が外

れる可能性については考慮しなかった.もし，調

査中に標識が外れた場合，再捕獲個体を新規に捕



18 舟尾俊範ほか

獲された個体として認識することになり ，個体群

サイズを過大評価することになる.しかし，本調

査中に標識が外れかけていた個体は l個体しか確

認されなかったととから，外れる割合は十分に小

さいと考えた.

網による捕獲調査 タモ網，小型四手網および

投網を用いて遡上個体の捕獲を行った. 2008年4

月 23日から 7月 28日までの聞に 17回，2009年

5月4日から 7月 1日までの聞に 7回の調査を

行った.目視調査を行い， 10個体程度が確認さ

れた際に捕獲調査を行った.捕獲調査を開始する

時聞は目視調査終了後 30分以内 とした.目視調

査で定めた始点から上涜側へと進み，発見した個

体を随時捕獲した.捕獲調査を行った範囲は

2009年の目視調査を行った区間 bと同じである

(Fig. 1).そして，捕獲個体の性別と標準体長を

記録し， 標識を施したのち放流した.標識法はモ

ンドリ 調査と同様である.また，一晩に同一個体

を再捕獲した場合は記録せずに放疏した.

ナマズ繁殖集団動態のモデリング 以上の調査

結果で得られたデータに基づき，今川におけるナ

マズ繁殖集団(以下，繁殖集団とする)の動態を

推定するため，ベイズモデルを構築し，解析を

行った.モデルの前提と構造は以下の通りである.

ことでは琵琶湖および江面川本涜から今川の河

口 ・下琉部に集まった個体の集合を繁殖集団と定

義し，最初にこの繁殖集団と今川に遡上する個体

の動態，そして目視調査および捕獲調査によって

観測される個体数の関係をモデル化 した (Fig.

2A).時点 iにおける雌雄それぞれの繁殖集団に

おける個体数を的 Nmiとする.繁殖集団の構成

個体は移動や死亡などにより随時入れ替わり，時

点 tーlから iまでの加入率と残存率をそれぞれら，

Sfiとする.つまり ，時点 iにおける雌個体数時は

次のよう に表される.

Nfi = (1 +市)SfiNfi-1 (1) 

この繁殖集団のうち一部の個休が，気象その他の

要因に誘発され今川を遡上し，さらに目視調査を

実施した場合には遡上個体の一部の個体が目視さ

れると考えた.時点 iにおける雌の遡上個体数4
は，efiを遡上個体の割合として，

Efiニ efiNfi (2) 

と表すことができる.遡上雌個体数 Efiは直接観

察するととはできないが 水上からの目視調査に
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よりその一定割合の個体が観察される.目視調査

は常に同一者によって実施され，また雌雄で目視

される効率が異なる理由は特にないことから，各

個体の目視効率を雌雄に共通な定数pで表すこと

とすると，ある雌個体が遡上し，かつ目視調査で

観察される確率 hjiは

hfi =ρE:fi (3) 

と書ける.この hjiを雌個体の相対遡上率とよぶ

こととする.雄の繁殖集団動態と遡上行動，目視

観察についても同様に，加入率 rmi，残存率 Smit

遡上率 Gmiを用いて，同様に表すことができるの

で，時点 iに実施された目視調査において観察さ

れる個体数の期待値Liは，

Li = hfiNfi + hmiNmi (4) 

と表すことができる.実際の目撃個体数はこの期

待値Liを母数とするポアソン分布に従ってばら

つくと考えることができる.

さらに，捕獲調査では遡上個体の一部の個体が

捕獲されるが，捕獲の効率は目視よりも十分に小

さく，かっ雌雄および調査日で変わらないとし

た.なお，モンドリの調査間隔が一日でない日も

含まれるため，厳密には捕獲率は一定ではない

が，簡便化のため，捕獲率を一定とみなした.目

視との相対的な効率(相対捕獲効率)を qとおい

た.これにより，時点 Iにおける捕獲調査で得ら

れる雌雄個体数の期待値 Cji.Cmiはそれぞれ次のよ

うに表され，実際の捕獲個体数はこの期待値を母

数とするポアソン分布に従ってばらつくと考え

る.

Cfi = qhfiNfi (5) 

雄の捕獲個体数 Cmiについても，相対的な捕獲

効率 qと雄の相対遡上率 hmiを用いて同様に表さ

れる.

r .=口h .N . (6) 
νηU '1・吋況，.・ηu

続いて，標識再捕調査の結果については，

McCarthy (2007)による生存と再発見の過程を明

示的に記述する方法に従いモデル化を行った

(Fig.2B). すなわち，標識個体がある時点での調

査で再捕獲されるのは，その個体がその時点まで

生存しており，かつ捕獲される場合であるとし

て，その過程をモデル化した.ただし，本研究の

調査日の中には，捕獲調査は行わず目視調査だけ

を実施した場合もあるため，時点 iに実施された

前回の捕獲調査から時点jでの捕獲調査の間の残

存率は，時点 iからjまでの全ての時点における

残存率の総乗とした.このとき， g番目の標識済

みl雄個体が時点jにおいて残存している確率め匂

は次のように書ける.

Pfgj = TI~=i+l Sft Xα'fgi (7) 

ここで，aがは時点 Iにおける雌個体の残存・不

在(それぞれ 1，0)を示す.さらに，時点jにお

けるこの雌個体の残存・不在 afgjは確率あ留のベ

ルヌーイ分布に従って決定されるとする.つづい

て，その個体が今川を遡上したうえで捕獲される

確率匂は，afgit 相対遡上率，相対捕獲効率の積

であることから，その個体は雌であるので，

Cfgj = q X hfj Xα'fgj (8) 

と表される.実際に捕獲されたかどうかは，確率

匂のベルヌーイ分布に従って決定されるとする.

また，時点 1に実施した捕獲調査において再捕獲

される標識個体の数の期待値は，残存標識個体

数，すなわち標識個体の総和が繁殖集団のその時

点での雌個体数に占める比率，すなわち

空語 (9) 
Nfi 

に総捕獲個体数を乗じたものであり，実際の捕獲

個体数はこの期待値を母数とするポアソン分布に

従うとする.以上は雌個体の標識・再捕獲の過程

在記述するものであるが，雄についても時点jに

おいてg番目の標識個体が残存している確率

Pmgj' 再捕獲される確率 Cmgjについても同様に表

すことができる.

以上の構造をもっモデルを構築し，2008， 2009 

年の野外調査結果をあてはめ，各時点における繁

殖集団中の雌雄の個体数時 Nmit 加入率η，rmiお

よび残存率 Sft'Smit 相対遡上率 hji'hmi，相対捕獲効

率qをベイズ法を用いて推定した.推定には，ベ

イズモデルのパラメータ推定で広く用いられるソ

フトウェア WinBUGs1.4.3 (Spiege1halter et al.， 

2003)を利用した.ベイズ統計学的推定では，推

定対象のパラメータについて，その事前分布を観

測値により修正し(尤度との合成として)事後分

布を得る.本解析では現実的かつ解析過程でエ

ラーを発生しない範囲で，できるだけ制約が少な

くなるような，すなわち可能な限りフラットな

(無情報)事前分布を設定した.無情報事前分布

の採用は，事前分布として既存の知見を解析に活

用することができるというベイズ統計学の大きな
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Table 1. Prior distributions used in the Bayesian model 

Param巴ter*

Population size of female Nfi 

Population siz巴ofmale Nmi 

Recruitment rates rfb rmi 

Relative rates ofupstream migration per day hfo hm; 

Survival rates Sft' Smi 

Relative capωre rate q 

*Subscriptsj， m and i represent female， male and time point i. 

利点の一つを用いないことになるものの，事前分

布として利用できる情報がない場合には無情報事

前分布が用いられることがしばしばある

(Ellison， 2004; Kurota et al.， 2009) .本研究にお

いても，推定を行うパラメータ群については直接

参考にできる既存の知見は存在しなかったことか

ら，可能な限り無情報な事前分布を採用した.具

体的な各変数の事前分布は Table1の通りである.

パラメータの初期値は乱数で与え， 10，000ステッ

プからなる Markovchain Monte Carlo (MCMC)法

で推定を行い，初期値の影響を除くため最初の

5，000ステップは捨て去った (bum-in). MCMCを

独立に 3回実施し， MCMCステップ聞の自己相

闘を除くため 10ステップおきにサンプリングを

行って，各パラメータの事後分布を得た.事後分

布のうち中央値を推定値とし，さらに分布の

2.5%点から 97.5%点までを 95%ベイズ信用区間

(Bayesian credible interval， BCI) とした. MCMCの

収束を確認するために長値 (Gelmanet al.， 2004) 

を算出した.長値は収束が良い場合に小さくなり

lに近づくという性質をもつ.

ナマズ繁殖集団の性比については，下流部に待

機していた集団と，その一部が河川を一時的に遡

上し配偶・産卵を行うときの小集団との聞で異な

る可能性が考えられる.そのため，下流部に待機

している集団と遡上した集団の性比を，それぞれ

繁殖集団性比と遡上集団性比と定義し，次のよう

に推定した.繁殖集団性比は，ベイズ推定された

各調査時点の雌雄個体数に基づき，繁殖集団中に

占める雌個体数の比と定義した.その代表値とし

て，各繁殖シーズン中の中央値を用いた.遡上集

団性比は，各繁殖シーズンの推定値として，モン

ドリ調査および捕獲調査で捕獲された全個体中の

雌個体の比として算出した.

Quantile 

Dis仕ibution Mean 2.5% 50% 97.5% 

Log-normal[3.7，3.16] 5，567 0.083 40.4 19，801 

Log-normal[2.7，3.16] 2，199 0.030 14.8 7，284 

Beta[I，9] 0.1 0.003 0.074 0.336 

Beta[I，9] 0.1 0.003 0.074 0.336 

Beta[9， 1] 0.9 0.664 0.926 0.997 

Beta[I，I] 0.5 0.025 0.500 0.975 

結 果

2008年および 2009年に捕獲したナマズの延べ

個体数はそれぞれ 166個体および 100個体であ

り，総計で延べ 266個体のナマズを採集した.こ

のうち，捕獲調査およびモンドリ調査で捕獲した

個体数はそれぞれ 116個体および 150個体であっ

た.おもに 5月から 7月にかけてモンドリで多く

のナマズを捕獲できた (Fig.3). 2008年9月から

12月の期聞にモンドリで捕獲できた個体数は 4

個体のみであった.また， 2009年 3月および 4

月に採集できた個体数は 11個体であった.

2008年の延べ捕獲個体数は雌 95個体，雄 68

個体，性別不明 3個体であった.また， 2009年

の延べ捕獲個体数は雌 54個体，雄 44個体，性別

不明 2個体であった.なお，性別不明個体は解析

には含めなかった.遡上集団性比は 2008年およ

び2009年でそれぞれ 0.58および 0.55であり，い

ずれの年も雌の方がやや多く， 2008年の性比は

有意に雌に偏っていた(二項検定，Pく 0.05). 小

型個体には標識を施さなかったため，標識した個

体数は， 2008年では雌 93個体および雄 52個体，

2009年では雌 51個体および雄 33個体であった.

捕獲個体の標準体長については雌の方が雄より

も有意に大きかった (Mann-Whitneyの U検定，P

く 0.001;Fig. 4). 雌および雄の体長の中央値はそ

れぞれ 51.9cmおよび 43.3cmであった.また雌

および雄の第 l四分位数はそれぞれ 48.0cmおよ

び39.2cmで，第 3四分位数はそれぞれ 54.8cm 

および 45.7cmであった.

延べ 45個体が再捕獲された.この中には複数

回にわたって再捕獲された個体も含まれていた

(Table 2 ; Fig. 5). いずれの年も標識個体数に対

する再捕獲個体数の割合(以下，再捕獲率)は雄

の方が高かった (Fig.5). 雄の再捕獲率は 2008
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Fig. 3. Seasonal changes in the nUll1ber of Silurus asotus 
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の事後分布を Fig.6に示す.以上から，モデルは

データに十分適合しており，事後分布の代表値と

して中央値を用いることが妥当である と考えられ

た.

今川下流部に形成された繁殖集団のサイズは雌

雄ともに 4-6月にかけて大きくなり，その後縮小

していたことが推定された CFig.7). ピーク時の

繁殖集団サイズは， 2008年と 2009年のいずれに

おいても雌の方が大きく，雌で 80個体前後，雄

で 30--40個体前後であった.また，雌の繁殖集団

サイズは 6月前半に明らかなピークをもっていた

が，雄では 4月後半から 6月前半にかけて最大に

近い値で推移し，よりなだらかな変動を示した.

期聞を通して，推定された繁殖集団性比は一貫し

年および 2009年でそれぞれ 54.5%および 26.9%

であった.これに対し，雌の再捕獲率は 2008年

および 2009年でそれぞれ 19.2%および 10.9%で

あった. 2008年のみ，雌雄聞で標識個体数と再

捕獲個体数との比率に 有意な差が認めら れた

CF凶 erの正確確率検定， 2008: Pく 0.05，2009: P = 

0.20) .また， 3回以上捕獲された個体の割合は

2008年では，雌と雄でそれぞれ 3.8%と 18.2%，

2009年では，雌と雄でそれぞれ 0%と11.5%であ

り，いずれの年も雄の方が高かった CFig.5). 

解析結果独立した 3つの MCMC過程はよく

収放していた.収束具合の指標である値はすべて

のパラメータについて1.1未満となった.また，

すべてのパラメータについて事後分布は単峰性で

あることが確認された.例として，相対捕獲率 q
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Sex** ex 

Table 2. Recaptured dates ofmarked individuals of Silurus asotus 

SL(cm) * 

51.2 

48.8 

43.6 

52.5 

60.2 

48.8 

44.9 

51.1 

39.8 

56.2 

51.9 

51.0 

39.8 

50.6 

54.5 

53.4 

50.5 

36.8 

42.3 

58.6 

43.3 

44.0 

47.7 

58.4 

54.8 

41.8 

42.6 

51.9 

46.4 

51.2 

44.8 

57.2 

46.3 

M

M

M

F

F

M

M

F

F

F

 M 

F 

M 

F

F

F

M

M

M

 F 

M

M

F

F

F

M

M

 F 

M

F

M

F

 F 

23-Apr-08 

1・May-08

I-May-08 

1・May・08

14-孔1ay-08

14・May-08

16-恥1ay-08

19・May・08

21-恥1ay-08

2トMay-08

21-May-08 

22-May司 08

26-May-08 

28-May-08 

3-Jun-08 

5-Jun-08 

6-Jun・08

6-Jun-08 

6-Jun-08 

8-Jun-08 

8-Jun・08

10-Jun-08 

27-Jun-08 

2-Jul-08 

7-Apr-09 

27-Apr-09 

4-May-09 

6-May-09 

6-May-09 

18・May-09

22-May-09 

5-Jun-09 

7-Jun-09 

2 

24-May-08 

22-May開 08

14-May-08 

19-May-08 

17-Jun-08 

10-Jun-08 

10-Jul-08 

21-Jul-08 

22-Jun・08

ll-Jun-08 

23-乱1ay-08

27-Jul-08 

28-May-08 

ll-Jun-08 

4-Jun-08 

6-Jun-08 

21-Jul-08 

29-Jul-08 

17-Jun-08 

22-Jul-08 

23-Jun-08 

17-Jun-08 

15-Jul-08 

l-Aug-08 

10-Apr-09 

4-May-09 

5-May-09 

30-乱1ay-09

10-Jul-09 

27・May-09

12-Jun-09 

20-Jul-09 

14-Jul-09 

Captured time 

3 

26-May-08 

4 

22-Jun-08 

5 

5-Jun-09 

10-Jun-08 l-Jul-08 

27-Jun-08 

17-Jul-08 

ll-Jun-08 

10-Jun-08 22-Jul-08 4-May-09 

6-May-09 

* SL represents standard body length at first capωred time. 

**F and M represent female and male， respectively. 

て雌に偏り， 0.6-0.8の範囲で推移した (Fig.8). 

2008年の 6月から 7月にかけて， 2009年の 3月

から 4月にかけてとそれ以降の一部の時期には，

繁殖集団の推定性比は有意に雌に偏っていた.

2008年の調査期間内における繁殖集団性比の中

央値は 0.76で.2009年については 0.72であった.

相対遡上率については，特に繁殖期間中は日ご

との変動がきわめて大きく，この傾向は雌雄に共

通していた (Fig.9). 相対遡上率の推定値(事後

分布の中央値)は雌よりも雄の方がやや高い傾向

があったが，推定誤差が大きく明確な違いを見出

すことはできなかった.加入率・残存率の事後分

布については，モデルによる更新後においても事

前分布とほとんど変わらない時期も多く，何らか

の傾向を見出すには至らなかった (Fig.9). 

考察

本調査地には，春から夏にかけて多数のナマズ

が繁殖のために侵入する(舟尾・沢田. 2013). 

本調査では，採集された延べ 266個体のうち，そ

の大半にあたる 95.9%(255個体)が 2008年およ

び2009年の 5月から 7月の聞に採集された.本

調査地におけるナマズのおもな繁殖期は 5月から

7月にかけてであると考えられた(舟尾・沢田，

2013) . 

推定された相対遡上率は雌雄とも日ごとに大き

く変動し，繁殖期間中には時期的な変動の傾向は

みられなかった.ナマズは降雨などにより増水し

た日に集中して遡上・繁殖することが知られてお
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り(片野ほか，1988: Maehata， 2007 :舟尾・沢田，

2013) ，遡上個体数の日ごとの変動は非常に大き

い.本解析結果はこの傾向を表しているといえ

る.また，繁殖集団の加入率および残存率につい

ては十分な推定を行うことができなかったが，こ

れは再捕獲された個体数が少ない割に，加入率・

残存率は調査時点ごとに多数のパラメータを推定

することになっていたからかもしれない.将来的

には，調査時点ごとの推定ではなく月ごとに平均

化した値などとして推定することにし，時間解像

度と推定精度のバランスを改善する等のモデリン

グの工夫が必要と考えられる.

推定された繁殖ピーク時における繁殖集団サイ

ズは， 2008年， 2009年ともに雌が約 80個体，雄

が 30-40個体であり，雌の個体数が雄のそれの 2

倍以上であった つまり 本調査地におけるナマ

ズの繁殖集団の性比は大きく雌に偏っていた.し

かし，延べ捕獲個体数からみた 実 効性比

(operational sex ratio) (雌:雄)は， 2008年が1.4: 

1， 2009年が 1.2: 1であり，雌に偏っているもの

の，偏りは繁殖集団の性比に比べて小さかった.

この結果は，雄のほうが雌に比べてより多く繁殖

を繰り返す傾向があることを示唆する.実際，繁

殖のための相対遡上率は，変動がきわめて大きい

ため統計的には有意ではないものの，雄でより高

い傾向があった Maehata (2007) は3地域(京

都府大堰川水系， 山梨県笛吹川水系，滋賀県琵琶

湖湖西地域)の情報をまとめ，ナマズの性比が地

域によって異なる可能性を指摘した.しかし，ナ

マズの性比に関しては本調査地を含めて 4地域の

情報しか見当たらないのが現状である.本種のー
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は遺伝的性決定に加えて環境依存的性決定が存在

する可能性があることである (Devlinand 

Nagahama， 2002). 現在のところ，ナマズの性決

定様式は不明であり， 詳細な議論をすることはで

きない.ここでは，ナマズの性比が地域で異なる

のは，それぞれの地域の環境要因に左右されてい

る可能性を指摘するにとどめたい.

ここまでの考察を統合すると，ナマズの繁殖集

団において性比が雌に偏る理由としては，雌の生

存率が雄よりも高いためである可能性がもっとも

高い.この推測が妥当かどうかは，今後の検証課

題である.

雌雄別の推定繁殖集団サイズは，雄では 4月後

半から大きく変化せず， 6月中旬以降なだらかに

低下した.一方，雌の繁殖集団サイズは 4月末に

は雄の繁殖集団サイズより大きく， 6月前半にか

けてさらに増加した.また 7月でも，雌の繁殖

集団サイズは雄に比べて大きかった.したがっ

て， 5月以降，雌が占める割合がより大きくなり，

7月中も遡上個体に占める雌の割合は多かった乙

とが示唆される.

雌の繁殖集団サイズが大きい場合には，雄とつ

がえない産卵可能な雌がでる可能性はないのであ

ろうか.仮に雄とつがえない雌が存在する場合，

それらが繁殖するためには，配偶相手に出会うま

で遡上を繰り返すか，遡上する時期をずらして配

偶相手の争奪のための競争を緩和する必要があ

る. しかし，配偶の際に重要な実効性比はわずか

に雌に偏っているだけであった.これは雄が遡上

般的な性比(地域を限定しない性比)やその変異

について言及するには，今後，さらに多くの地域

で繁殖集団の性比を調べる必要がある. しかし，

本調査によって推定された相対遡上率は雌雄でそ

れぞれ大きく変動したととから，繁殖場所におけ

る実効性比は日毎に大きく変わると考えられる.

したがって， 繁殖集団性比を正確に求めるには，

同地点で、標識再捕獲調査を複数回行った上で，本

研究で、行ったような推定を実施する必要があるだ

ろう.

ここまでナマズの性比は遺伝的に決まるととを前

提と して議論をすすめてきた.遺伝的な性決定様

式の下で，性比が偏る機構としてはおもに局所的

配偶者競争 (localmate competition ; Hamilton， 1967) 

や局所的資源競争 (localresource competition ; Clark， 

1978) が知られている.前者は，配偶に空間構造

があり，一般に配偶が血縁者間で行われるときに

生じる.これに対し，後者は，雌雄で分散傾向が

異なり，より分散し資源をめぐる競争が少ない性に

性比が偏るというものである.ナマズでは，雌雄で

分散傾向が異なることは知られていない.また，繁

殖個体が小河川を遡上して配偶することを考える

と局所的配偶者競争も生じにくいと考えられる.そ

もそもナマズにおいて出生時の性比の偏りの有無

は明らかになっていない.したがって，遺伝的性決

定の下で雌に性比が偏るのは，雌の生存率が高い

ゆえである可能性が高い.しかし，雌の生存率が

雄よりも高いことについては実証的な証拠はない

魚類の性比を知る上で問題となるのは，魚類で
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を繰り返していると考えるとうまく理解できる.

実際に，雄の再捕獲率は雌よりも高い傾向にあ

り，雄の方が繁殖回数が多い可能性を示してい

る.もし繁殖集団性比が雌に偏っているならば，

雄は何度も遡上して繁殖すれば，新たな雌に出会

えるので，メリットが大きくなるだろう.雄が繰

り返して遡上することに生存上のコストがともな

うならば，雄の生存率はさらに低下し，性比を雌

に偏らせる原因となるかもしれない.このよう

に，雄の配偶戦略と生存率の聞には相互作用が存

在するので，性比を偏らせる原因を正確に突きと

めることには困難がつきまとう.

なお，繁殖場所に長時間とどまる個体はほとん

どいなかったため，ナマズはその日のうちに繁殖

場所から涜下すると考えられる(舟尾・沢田，

2013). したがって，再捕獲された個体の多くは

本調査地に滞在していた個体ではなく，再び繁殖

のために遡上してきた個体であろう.

一般的に雄が配偶子を作るコストは雌に比べて

小さく，頻繁に繁殖することが可能である

CBateman， 1948 :嶋田ほか， 2005:赤川， 2010な

ど).ナマズの雄は， 4月後半から 7月にかけて

の繁殖期聞を通して繁殖可能な雌がいるため，何

度も遡上・繁殖できると推測される.ただし，雌

の再捕獲率も 10-20%であり，雌も複数回遡上す

る可能性が高い.ナマズの複数回遡上は他地域で

も報告されており，雌雄とも複数回繁殖する可能

性が指摘されている CMaehata，2007). ナマズが

産卵する一時的水域は不安定な水域であるため，

一度の繁殖では卵や仔稚魚が干出して全滅する可

能性がある.ナマズが一繁殖期に繰り返し繁殖す

ることには，繁殖リスクを分散させる意義がある

のかもしれない.

琵琶湖の湖西地域における先行研究において

も，本研究と同様に，性比が雌に偏っていた

CMaehata， 2007) .しかし，本研究では再捕獲率

は雄の方が高い傾向にあったのに対し，湖西地域

の調査では再捕獲率は雌雄とも 15.9%と同じで

あった.ただし，本研究と湖西地域の研究では，

ナマズが捕獲された期間に差がある.本研究では

4月から 7月末まで月あたり 10個体以上のナマ

ズが採集されたこれに対し，湖西地域の調査で

は，目視では 8月中までナマズが観察されたもの

ーの， 6月下旬以降にはほとんど捕獲されていない.

そのため，繁殖期後半に再遡上する雄と初めて遡

上する雌を含めた評価ができていない可能性があ

る.今回の解析で推定された加入率および残存率

は誤差が大きく，雌雄聞の傾向の差異については

みいだされなかった.雌雄の繁殖戦略の違いをよ

り詳細に明らかにするためには，繁殖集団への加

入・離脱を定量できるような別の調査法，例えば

バイオテレメトリーを活用した調査などを行う必

要があるだろう.

少なくとも，本調査結果と既存の研究により，

ナマズの繁殖可能時期が数ヶ月間と長いこと，さ

らにその聞に複数回繁殖する個体が含まれる可能

性が高いことが明らかになった.これはナマズの

もつ潜在的な繁殖能力を示しており，繁殖期が短

い地域(片野ほか， 1988; Maehata， 2007)あるいは

再捕獲されない地域では，繁殖を妨げる何らかの

条件があると考えられる.ナマズの繁殖戦略は，

各地域での繁殖集団の性比と繁殖場所に遡上でき

る時期などに強く影響を受けるのかもしれない.

ナマズのような大型の捕食者では，標識再捕調

査において，一回の調査で再捕獲される個体数が

少ないことも珍しくなく，個体群動態の解明に従

来の解析手法を適用することは困難であった.し

かし，本研究では目視調査と捕獲調査という種類

が異なる複数の調査結果を統合したモデルを構

築・解析したことにより，繁殖集団の動態につい

て一定の結果を得ることができた.また，繁殖集

団性比と実効性比を個別に推定することも可能と

なったことから，雌雄で繁殖戦略が異なる可能性

が示された.今後，他地域での調査についても同

様の解析を行うことで，ナマズ類の繁殖集団動態

とその地域差を生じさせる要因について明らかに

なることが期待される.
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