
オイカワZacco platypusは東アジアに分布し，
日本では信濃川・利根川以西の本州，四国

の吉野川水系および九州に天然分布する（宮地ほ
か，1976）．しかし現在では，琵琶湖産アユの種
苗放流に伴い分布を拡げ，北海道を除く全国に生
息している（中村，1969;  森・名越，1989）．オ
イカワ属の魚類では，親は直接卵の保護をせずに，
河川の浅瀬の砂礫を産卵床として選び（中村，
1952;  中村，1969），そこに卵を埋めることで他生
物による捕食を回避する．オイカワの食性（中村，
1952;  水野ほか，1958），成長（水口・檜山，
1969;  岩崎・牧，1978）および生息場所（名越ほ

か，1962;  水野・名越，1964）については多くの
報告がある．産卵生態については，産卵期・産卵
行動・抱卵数・卵発生についての記載（中村，
1952）や，繁殖期間中における孕卵数の変化の記
載（水口，1970）がある．丸山 (1973) は，1個体
の雌が1度の産卵行動で産んだ卵がすべて孵化し
たと仮定して，1産卵床から泳出した仔魚の個体
数を報告している．そして，中村(1952)が報告し
た産卵床中の卵数と比較し，約90%の卵が捕食さ
れると見積もった．しかし，この見積もりは，同
一河川のデータを用いておらず，適切とは言いが
たい。また，オイカワ仔魚は遊泳能力が低いため，
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Abstract To clarify the early life history of pale chub, Zacco platypus, and the
mechanism for avoiding egg predation, the spawning behaviour, egg and larval dis-
tribution in spawning redds, and emergence time of larvae from the redds were in-
vestigated in the Saho River, Osaka Prefecture, Japan. In pair spawning, the male
applied lateral pressure to the female, and stirred up the river bed with its anal and
caudal fins when eggs were released. The female occasionally rotated in the redd at
the end of spawning behaviour. Some satellite males and sex-unknown individuals
occasionally dashed into the spawning redd. Single females averaged 1026.4 ma-
ture eggs, spawning 94.5 eggs during each of 10.9 spawning acts per day. The
number of eggs released during a single spawning act and buried successfully in
the spawning redd following pair spawning was greater than that following spawn-
ing with surrounding individuals. More eggs were also found in the spawning redd
after the female rotated. Eggs were buried 0–14 cm deep in spawning redds, those
resulting from pair spawning being deeper than those from spawning with sur-
rounding individuals. Larvae emerged around midnight from the spawning redd 7–
8 days after spawning, emergence continuing for 3–5 days. Females were consid-
ered to reduce the risk of egg cannibalism by spawning many times per day, mid-
night emergence of larvae also being important for avoiding predation.
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捕食される危険性が高いと考えられるが，この時
期の被食回避の様式を報告した研究は見当たらな
い．
そこで我々は，オイカワの生活史における，卵
や仔魚の生残過程と初期減耗を軽減する様式を明
らかにするために，産卵行動の観察，卵・仔魚の
産卵床中における深度分布および仔魚の産卵床か
らの泳出時間帯を調査したので報告する．

調査地と方法

調査地の概要と観察方法 1997年6月1日から
9月5日にかけて大阪府北部を流れる佐保川で調査
を行った．佐保川は淀川の支川の一つで，大阪府
茨木市北部の上音羽地区に端を発し，泉原，佐
保，東福井地区を南に向かって流れ，中河原町付
近で勝尾寺川と合流する．その流程は約10 kmで
ある．
調査地として，東福井地先 (34°51�N, 135°33�E)

に形成された1産卵場を選定した．調査地周辺の
佐保川は，Bb型の河川形態を示し（可児，1944），
川幅は2–6 m，最大水深は約1 mであった．ヨシな
どの植物が少なく，水深が約20 cmと浅く，さら
に水面がほぼ平滑であったので，オイカワの産卵
行動の観察は容易であった．産卵場の面積は約
25 m2で，瀬頭の上流約2 mに形成されていた．
産卵行動の観察は，雨による増水時期を除いて
ほぼ毎日，岸辺から目視によって行った．産卵ペ
アおよびその周辺個体（ペアから70 cm以内の距
離でペアに向かっている個体）の有無を確認した．
なお本論文では，オイカワが産卵すると川底から
砂礫が舞い上がる（中村，1952）ので，そのポイ
ントを産卵床，そして産卵床の密集する区域を産
卵場とよぶ．
産卵床内の卵の採集方法 産卵床内の卵数を明
らかにするために，産卵床から卵を採集した．オ
イカワの産卵では，1つの産卵床が複数回利用さ
れることがあるので（丸山，1973），観察前の産卵
床中にはすでに卵が埋められている可能性がある．
そこで産卵床に卵がまったく存在しない状態を作
るために，丸山 (1973) の方法を改変した以下の方
法で産卵場を造成した．
オイカワの産卵場となっている川底に目合約

5 mm，面積2 m2 (1 m�2 m) のプラスチック製シー
トを敷き，オイカワがそこで産卵できないように
した (Fig. 1A)．オイカワの卵は受精後約 6日
(25°C) で浮上する（中村，1952）．我々の調査時
の水温は18–29°Cであったので，シート設置期間

は6日間とした．6日後，シートを取り外し，オイ
カワの産卵行動を観察した (Fig. 1B)．そして，産
卵行動を確認した直後に産卵床を掘り，卵を採集
した．その際，仔魚が採集されることがあったが，
それはシート設置前の産卵によるものとして標本
から除外した．採卵の方法は，産卵床の下流側に
市販の金魚ネット（目合約500 mm）をかまえ，産
卵床の砂礫を上層から2 cmごとに採取し，水の流
れを利用しながら砂と卵・仔魚を分離した (Fig.

2A)．各産卵床における砂礫の採取および卵・仔
魚の分離作業は，卵・仔魚が確認できなくなる深
度まで行った．他に新規産卵場ではない産卵床か
らも同様の方法により，卵・仔魚を採集した．砂
礫中における卵の平均深度分布を求めるにあたっ
ては，深度0–2 cmの層のものは1 cmとするなど，
中間値を用いた．
採集した卵・仔魚は5%ホルマリン溶液で固定
し，持ち帰った後，計数した．また，双眼実体顕
微鏡を用いて採集した卵・仔魚を以下の5つの発
生段階に分けた．第1ステージ：受精卵から胞胚
期まで．第2ステージ：嚢胚期から胚体形成期ま
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Fig. 1. Method for establishment of a new spawning
redd. A, a vinyl sheet (mesh size�5 mm) was set on
the spawning ground; B, the sheet was removed six
days after preparation, Zacco platypus spawning in the
new spawning redd; C, after spawning behaviour, a
smaller vinyl sheet was set on the spawning redd for
five days; D, after the sheet was removed, a larvae trap
was set on the spawning redd.



で．第3ステージ：眼胞形成期から孵化まで．第4

ステージ：眼球に色素が無沈着の時期．第 5ス
テージ：眼球に色素が沈着した時期．これらの区
分を，受精後の経過時間を相対的に知るための便
宜的な尺度とした．なお，いくつかの産卵床にお
いては，少数の死卵・死仔魚が存在したが，腐敗
が進み正確な計数と発生段階の確定ができなかっ
たため，これらについてはデータから除外した．
産卵床から泳出してくる仔魚の採集方法 仔魚
の泳出時間を明らかにするために，4つの新規産
卵場において，オイカワの産卵行動を確認した直
後，再びプラスチック製シート（目合約5 mm，面
積0.25 m2）を産卵床の上に設置した (Fig. 1C)．5

日後，プラスチック製シートを取り去り，目合50

mmのネットを張った30 cm四方の囲いを産卵床の
上にかぶせた (Fig. 1D)．この囲いには，下流側の
部分に市販の金魚ネットが付けてあり，産卵床か
ら泳出した仔魚はこのネットに入る (Fig. 2B)．産
卵床に囲いをかぶせてから6日後，夕方6時から3

時間ごとに，囲いの中の仔魚をすべて採集し，固
定後に計数した．仔魚の採集は，一夜中に囲いの
中に仔魚が出現しなくなるのを確認するまで続け
た．
雌の孕卵数 1個体の雌がもつ産卵可能な卵数
を調べるために，以下の方法で孕卵数を調べた．
まず，産卵場にきた雌を投網で捕まえ，ナイロン
袋に入れた．次にナイロン袋の上から腹部を圧迫
し，完熟卵をすべて放出させた．完熟卵はホルマ
リンで固定後，計数した．体長を測定した後，産

卵場に放流した．

結　　　　　果

産卵行動 産卵にいたるまでの過程を次に記載
する．まず雄が雌を追尾し，近寄ってくる他の雄
を追い払う (Fig. 3A)．やがて産卵する地点が決ま
ると，そこで雌雄は頭の向きを上流側に揃えて定
位する．雄は雌の上方から雌の体側に近づくこと
もあれば (Fig. 3B1)，側方から近づくこともある
(Fig. 3B2)．そして雄は雌を横倒しにし (Fig. 3C)，
雌雄は体を小刻みに振るわせ，放卵・放精を行う
(Fig. 3D1)．このとき雄の臀鰭と尾鰭の動きにより
砂礫が舞い上がって産卵行動は終了する．
雄が雌を横倒しにした瞬間に，ペア周囲の他個
体が次の2パターンで突入してきた．突入個体が
雄の場合，ペアと平行に腹部を水底に押し付ける
ような体勢を取った (Fig. 3D2)．一方，D1とD2の
状態に性別不明の成魚や小型の未成魚が突入する
場合には，これらの個体が産卵床に頭から突進す
る行動が見られた (Fig. 3D3)．これらペア以外の個
体を周辺個体とよぶ．雄が雌から離れた後に，雌
が産卵床の上で1–3回転することがある (Fig. 3E)．
産卵床の中の卵数 7個体 (7.5–10.5 cm SL) の成
熟雌の平均抱卵数は1026.4個 (SD�187.4) であっ
た．

1ペアが1回の産卵行動を行った場合に限って，
産卵床中の卵数を調べた．ペア産卵では35産卵床
のうち25産卵床に卵が存在し，各産卵床における
卵数は19–327個（94.5個�85.6 SD, n�25）であっ
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Fig. 2. Method for sampling eggs and larvae in a spawning redd. A, sand, gravel and pebbles of
spawning redds were sampled for each 2 cm layer from the surface. Eggs and larvae were separated
from stones in the net, using water currents; B, illustration of larvae trap.



た。一方，周辺個体の突入を伴った産卵では，13

産卵床のうち 9産卵床に卵が存在した．1産卵床
における卵数は1–13個（6.3個�4.9, n�9）で，ペ
ア産卵に比べ有意に少なかった（Mann-Whitneyの
U検定，Ucal�0.000, P�0.0001）(Fig. 4)．
ペア産卵において，雌が産卵の最後に産卵床上
で1–3回回転する事例が合計で20例観察された．
この場合，すべての産卵床で卵が確認された．雌
の回転のない産卵行動は合計15例観察され，卵が
確認されたのは5例のみであった（Fisherの正確確
率検定，P�0.0001）．前者の卵数（108.0個�88.5,

n�20）は後者の卵数（13.5個�21.3, n�15）に比
べ，有意に多かった（Mann-WhitneyのU検定，
Ucal�21.0, P�0.0001）．
卵と仔魚の産卵床中の分布 新規産卵床におけ
るペア産卵と周辺個体の突入を伴った産卵での卵
の深度の頻度分布を比較した．ペア産卵では
12–14 cmに達する卵もあったが，周辺個体の突入
を伴った産卵では最深6 cmであった (Table 1)．前

者の平均深度 (4.3 cm�1.6, n�25) は後者の平均深
度 (1.8 cm�0.9, n�9) に比べ，有意に深かった
（Mann-WhitneyのU検定, Ucal�16.0, P�0.001）．
新規産卵床以外の 25産卵床における各発生段
階の卵・仔魚の深度分布は0–14 cmであった (Fig.

5)．試料が少なかったため，第3–5ステージをひと
まとめとし，第1, 2, 3–5ステージの深度試料が得
られた産卵床を対象に統計検定を行った．その結
果，3ステージ間では深度に有意差が認められな
かった（Friedman検定，n�9, P�0.05）．
卵と仔魚の泳出時間 4産卵床 (No. 1–4) につい

て仔魚の泳出時間を検討した．No. 1の卵は8月15

日の14時27分にペアのみで産卵され，その7日後
に仔魚の泳出が認められた．No. 2, 3, 4の卵はそれ
ぞれ8月の21, 22, 22日の13時 50分，14時 20分，
16時45分にペアのみで産卵され，7–8日後に仔魚
の泳出が開始された．泳出時間帯は，すべての産
卵床で主に夜間であった (Fig. 6)．また，泳出して
きた仔魚は，すべて雌1個体・1回の産卵に由来
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Fig. 3. Mating behaviour in Zacco platypus. A, courting; B1, a male stays above a female on the
spawning redd; B2, the male approaches from the side of the female; C, a male and female side-by-
side on the spawning redd, the male applying lateral pressure; D1, pair spawning; D2, spawning with
a sneaker male; D3, spawning with surrounding individuals; E, a female rotates on the spawning
redd; F, pair spawning completed.



する．しかし，全個体が一夜ですべて泳出せず，
泳出は3–4夜に分散していた．

考　　　　　察

産卵行動 オイカワの産卵行動については，中
村 (1952) が詳細に報告しており，今回の観察でも
ほぼ同様であった．しかし，若干の相違点と追加
点がある．まず雄の雌へのアプローチの仕方であ
る．中村 (1952) では，雄は雌の背中側の上部に位
置し，その後体側へ移動し，雌を横倒しにする．
しかし，雄が雌の側方から接近し，そのまま横倒
しにする例もしばしば観察された．後者の例は，
Katano (1983) が同属のカワムツZacco temminckiで

記述した産卵行動と一致する．
産卵終了の間際に生じる雌の回転行動は今回初
めて観察された．この回転には，砂のまきあげが
伴わないので，卵を産卵床中に埋める効果はない
と考えられる．しかしこの点についてはさらに調
査が必要である．
産卵場における食卵と雌による卵の産み分け

ペア産卵と周辺個体の突入を伴った産卵では，1

回の産卵行動で産卵床中に埋められる卵数に違い
がある．原因として，周辺個体の有無による1回
の産卵数と卵の被食率の相違が考えられる．後者
とすると，Fig. 4に示した平均値を用いた計算で
は，ペア産卵での 94.5粒から周辺個体の突入を
伴った産卵での6.3粒の卵を引くことにより算出さ
れる 88.2粒の卵，すなわち 93.3%の卵が同種に
よって捕食されたことになる．丸山 (1973) は，新
規産卵床から泳出する仔魚を数え，これを1個体
の雌が 1回の産卵行動で産む卵数とし，1産卵床
から平均 71個体の仔魚が泳出するとの結果を得
た．中村 (1952) は，4つの産卵床の200 ccの小砂
礫から合計 25粒の卵を得た．丸山 (1973) は，中
村 (1952) のこのデータを用い，25粒の卵を4つの
産卵床で割ることによって，オイカワの1産卵床
に残される平均卵数を6粒と算定した．そして1産
卵床から泳出した71個体の仔魚数から1産卵床に
残された6粒の卵数を引き，オイカワにおいては
65粒の卵，すなわち約91%の卵が捕食によって消
失すると見積もった．しかしこの見積もりは，同
一河川のデータを用いておらず適切とは言いがた
い．
オイカワと同属で類似する繁殖生態を示すカワ
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Fig. 4. Comparison of number of eggs in the spawn-
ing redd between pair spawning and spawning with
surrounding individuals. Vertical bars and numerals
near bars indicate SE and sample sizes, respectively.

Table 1. Mean number of eggs and depths in each spawning redd following pair spawning 
and spawning with surrounding individuals

Pair spawning (n�25) Spawning with surrounding individuals (n�9)
Depth (cm)

Number of eggs SD % Number of eggs SD %

0– 2 6.6 10.3 7.0 2.8 3.0 43.9
2– 4 38.8 48.6 41.0 3.2 4.2 50.9
4– 6 26.1 30.2 27.6 0.3 1.0 5.3
6– 8 15.0 22.6 15.9 0 0 0
8–10 5.9 21.8 6.3 0 0 0

10–12 1.5 6.6 1.6 0 0 0
12–14 0.5 2.4 0.5 0 0 0

Total 94.5 85.6 100 6.3 4.8 100



ムツでは，産卵期前と後の雌の卵巣内卵数の比較，
個体識別された雌の産卵回数，利用された産卵床
数および産卵床内卵数などから，1繁殖期中に少
なくとも97.1%の卵が捕食されると報告されてい
る (Katano, 1992a)．Katano (1992a) は他魚種に比

べカワムツにおいて食卵が著しいのは，カワムツ
の配偶システムと産卵行動に原因があるとしてい
る．カワムツでは親が子の世話をせず，ペアが頻
繁に入れかわる一夫多妻で，産卵場には産卵ペア
以外に周辺個体（スニーカーと食卵個体）が多数
存在する (Katano, 1990, 1992b)．この周辺個体は，
時折，ペア雄の卵を砂中に埋める行動を妨害する．
ペアを取り巻くこのような環境が，高い食卵率を
引き起こすと考えられている．
本調査では他魚種によるオイカワ卵の捕食は認
められなかった．しかし，中村 (1952) と水野ほか
(1958) はフナ，ウグイ，カワムツなどがオイカワ
の卵を捕食すると報告している．したがって，オ
イカワ卵が捕食される危険性は，同種だけでなく
他種によってさらに高まると考えられる．オイカ
ワ雌の産卵数は，周辺個体が増加すると減少する
可能性があり，それによって今回の食卵率が実際
の値より高く推定された可能性がある．しかし，
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Fig. 5. Depth distribution of eggs and larvae in
spawning redds. Stage 1, fertilized egg-blastula stage;
Stage 2, gastrula stage-embryonic body formation;
Stage 3, eye vesicle formation-hatching; Stage 4, lar-
vae with white eyes; Stage 5, larvae with dark eyes.

Fig. 6. Time of larval emergence from four spawn-
ing redds.



オイカワの卵がカワムツと同様に少なからぬ割合
で周辺個体や他魚種に捕食されることは間違いな
いであろう．
食卵による90%以上もの卵の消失は，雌にとっ
て大きな損失である．しかし，放卵時に周辺個体
が突進して来るか否かを，産卵ペアが予測するの
は困難かもしれない．もしそうなら，一度に全卵
を放出するよりは，何回かに分けて放卵する方が
有利だろう．複数回の産卵の内の何回かでペア産
卵を行う方法を取った方が，卵の全滅を避ける上
で有利と推察される．今回の調査では1個体の完
熟卵は平均1026.4個で，1回の放卵数は平均94.5

個であった．したがって，卵巣内の成熟卵をすべ
て放出するとすれば，オイカワの雌は10.9回に分
けて産卵すると考えられる．
産卵床中における卵の深度分布 産卵床中の卵
は0－14cm間の様々な深度に分布していた (Table

1, Fig. 5)．オイカワの卵は，放卵の瞬間に同種・
他種の魚類に捕食される（中村，1952;  水野ほか，
1958）．一方，埋没後では捕食者は砂礫を数cmも
掘り返す必要がある．したがって，卵を砂礫に深
く埋めることに成功すれば，食卵される危険性は
低下すると思われる．
新規産卵床以外の産卵床内には複数の発生段階
の卵・仔魚が存在し，その深度は発生段階と無相
関であった．このことから，1つの産卵床が複数回
にわたり使用されるのは明らかである．
ペア産卵と周辺個体の突入を伴った産卵では，
新規産卵床における卵の深度分布に違いがみとめ
られた．ペア産卵でのより深い分布は，周辺個体
による妨害行動がないため，ペア雄がしっかりと
雌を横倒しにでき，臀鰭・尾鰭を用いた産卵床の
撹拌が十分であったからと思われる．一方，周辺
個体の突入を伴った産卵において卵の深度が浅い
のは，周辺個体の妨害行動により，ペア雄が確実
に雌を横倒しにできず，鰭でのの撹拌が不十分で
あったためと推測される．
仔魚の泳出のタイミング 産卵床中より仔魚が
泳出してくる時間帯は，夜間に集中していた．タ
イリクバラタナゴRhodeus ocellatus ocellatusは昼間
にドブガイのような二枚貝に産卵する．タイリク
バラタナゴの仔魚が，ドブガイから泳出してくる
時間帯は日没後から始まり，深夜にピークとなっ
て，日の出とともに終了する（近藤ほか，1987）．
もし昼間に仔魚が二枚貝から泳出したならば，周
辺の同種と他種の成魚によって捕食されるだろう．
昼間，オイカワの産卵床を食卵のために訪れる同

種他個体が多数存在する．さらに，カワムツ，カ
マツカ，シマドジョウ，フナなど他の魚種も食卵
のために産卵場にやってくる（中村，1952;  水野
ほか，1958）．したがって，昼間の仔魚の泳出は，
高い捕食の危険性を伴い，そのため泳出が夜間に
行われると考えられる．オイカワ仔魚の泳出にお
いて注目すべき点は，一夜ですべてが泳出せず，
3–4夜に分散して泳出することである．これは卵の
発生速度に個体差があることを示す．さらに仮に
昼間に泳出できる段階にまで成長していたとして
も，夜間になるまで泳出を控えることを意味する．
また，分散した泳出は，捕食の危険性を一層低下
させる効果をもつと推測される．
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