
ウシモツゴPseudorasbora pumila subsp.はコイ
目コイ科モツゴ属に属し，シナイモツゴ

P. pumila pumila Miyadiの未記載亜種である（中
村，1969）．本亜種は，かつては主に濃尾平野一
帯に広く分布していたが，池沼の荒廃，オオクチ
バス（Micropterus salmoides）やブルーギル（Lep-

omis macrochirus）など捕食者の侵入などによって
激減した（前畑，1995）．また，同属のモツゴ（P.

parva）が国内移入により分布を広げ，ウシモツゴ

の生息に対して負の影響を与えていることも示唆
されている（細谷，1979;  前畑，1997;  大仲・森，
2005）．このような現状により，ウシモツゴは環境
省版レッドデータブック（環境省，2009a）におい
て絶滅危惧 IA類に指定され，早急の保護対策が
望まれている（河村・細谷，1997;  前畑，1997）．
また，伊勢湾周辺地域に分布するネコギギ
（Pseudobagrus ichikawai）（Watanabe and Nishida,

2003）やシデコブシ（Magnolia stellata）（Ueda,
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Abstract The reproductive ecology of an endangered cryprinid, Pseudorasbora
pumila subsp. sensu Nakamura (1969), was elucidated by examination of the
spawning substrate. A field experiment indicated that oviposition in P. pumila
subsp. was restricted to relatively large (�191 cm3) stones in shallower depths (�
37 cm). Another “choice” experiment showed that P. pumila subsp. oviposited 
almost always on the bricks, whereas a related species Pseudorasbora parva pre-
ferred the sticks. The bricks were sometimes occupied by Procambarus clarkia,
and the oviposition of P. pumila subsp. was negatively correlated with the presence
of P. clarkia. The reproductive behavior of P. pumila subsp. was recorded using a
waterproof video camera, characteristic behavior including bottom digging,
egg/substrate cleaning, ovipositing and egg eating being observed. Because the
size and depth of stones play a vital role in reproduction of P. pumila subsp, con-
servation effort for this subspecies should include the shallow placement of large
stones in suitable habitat.
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1989）と同様，生物地理学的にも重要な亜種であ
ると考えられる（河村・細谷，1997;  河村，2005;

Watanabe and Mori, 2008）．
現在多くの淡水魚が絶滅の危機に瀕しているが，
その一部は環境の変化による繁殖条件の悪化が原
因とされている（片野・森，2005）．こうした魚種
の保全にあたっては，繁殖に必要とされる環境条
件など基本的な繁殖生態を明らかにし，それに
沿った対策を実施することで効果的な成果が期待
される．ウシモツゴの繁殖生態についてはこれま
で中村（1969）や内山（1987, 1989）が飼育下に
おける定性的な記載を行っており，黒く婚姻色の
発現した雄が産卵場所周辺になわばりをもち，雌
をそこへ導いて産卵することが知られている．し
かし野外における詳細な繁殖生態は不明であり，
野外での自然繁殖を促進するような具体的な対策
の実施までには至っていない．そのため，ウシモ
ツゴの繁殖生態を明らかにし，生態学的意味のあ
る保全策を実施することが必要とされている（大
仲・森，2005）．
このような状況の中，本研究ではウシモツゴの
繁殖生態について，特に産卵基質とそれを取り巻
く局所環境や，モツゴとの違いに注目して調査を
行った．これらの結果をもとに，今後のウシモツ
ゴの保全に向けたいくつかの具体的な対策を提案
する．特にモツゴとの繁殖生態における違いを明
らかにすることで，二者が同所的に生息する生息
場でウシモツゴだけを選択的に増殖可能とする保
全策についても検討する．

材 料 と 方 法

調査地の概要 調査は 2005年と 2006年の 4月
から6月にかけて，三重県下のウシモツゴが生息
するため池（河村・細谷，1997）（以下U池）に
て行った．U池は周囲長約60 mの楕円形のため池
であり，池底はすり鉢状で中心部がもっとも深い
構造となっている（Fig. 1）．灌漑用であるが，利
用頻度は低く，このため水位変動は少ない．ウ
シモツゴ以外の魚類としては，カワバタモロコ
（Hemigrammocypris rasborella），フナ属の複数種
（Carassius spp.），コイ（Cyprinus carpio）（放流さ
れた錦鯉），メダカ（Oryzias latipes），トウヨシノ
ボリ（Rhinogobius sp. OR）（以下ヨシノボリ）が
確認されている．また特記すべき外来の水生生物
として，アメリカザリガニ（Procambarus clarkii）
（以下ザリガニ）が生息し，フサジュンサイ
（Cabomba caroliniana）が著しく繁茂して池の大部

分を覆っている（Fig. 1）．このU池の北西 400 m

には周囲長約 250 mの半月型のため池が存在し
（以下M池），U池とよく似た景観を呈しており，
モツゴとヨシノボリが生息する．そこでウシモツ
ゴとの比較のため，M池においてもモツゴの調査
を行った．
溶存酸素・水温の計測 U池では，晴天の続い
た2005年6月9日の午前10時から11時30分にか
けて，溶存酸素と水温の計測を行った．水際から
池の中心にかけて直線を引き（Fig. 1），その直線
上で池底の水深が0（水際），10, 20, 30, 40, 50, 60,

70, 80, 90, 100 cmである地点において（合計55地
点），池底の溶存酸素（mg/l）と水温（℃）を計
測器にて計測した（各小数点2桁まで）．また，U

池とM池の両方において，水深30 cmの地点に水
温のデータロガーを設置し，水温を2006年4月1

日から6月20日までの間，計測した．水温は1日
につき2, 6, 10, 14, 18, 22時の計 5回計測を行い，
その平均値をその日の水温とした．
自然石の設置 U池において，合計20個の自然
石を池底に人為的に設置し，ウシモツゴがその石
に産卵するかどうかを確かめた（Fig. 2A）．石はや
や平たいものを選び，体積を測定後，フサジュン
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Fig. 1. Schematic diagram of pond U (see text) con-
taining Pseudorasbora pumila subsp. Dark grey trian-
gles indicate forest. Light grey zone within pond indi-
cates distribution of Cabomba caroliniana. Dissolved
oxygen and water temperatures were measured along
dashed lines on pond bed, in depths of 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 cm (Fig. 3). Solid and
open squares indicate eggs-present and eggs-absent
stones (Fig. 5), respectively. Square sizes indicate log-
arithm volumes of stones.



サイが繁茂していない池底に無作為に設置した
（Fig. 1）．また各設置点の水深を計測し，記録し
た．石の設置は 2005年 5月 15日（14個）と 5月
28日（6個）に行い，同6月4日と6月9日にすべ
ての石を対象に，石表面におけるウシモツゴの卵
塊の有無を確認した．いずれかの観察日に卵塊が
確認された場合，その石が産卵基質として利用さ
れたと判断した．卵の確認は，水中ライトを用い
て可能な限り石を動かさないまま水中目視で行い，
不可能な場合も，ゆっくりと石をもち上げてなる
べく短時間で卵の有無の確認を行い，その後，完
全にもとの状態に戻した．なお，ウシモツゴの卵
はやや歪んだ楕円球形で長径2 mm・短径1.6 mm

前後であるのに対し（中村，1969），ヨシノボリ類
の卵は細長い楕円球型で（水野，1961），短径0.7

mm・長径1.3 mm前後であったため容易に区別で
きた．
こうして得られた結果から，ウシモツゴが産卵
基質として好む石サイズや水深を求めるため，石
サイズ（体積を常用対数で変換）と水深について，

線形判別関数により，産卵の有無によるグループ
判別を行った．
産卵基質の野外選択実験 U池とM池におい

て，レンガ（210�100�60 mm）と枯れ枝を1組と
して設置し，ウシモツゴとモツゴにおける産卵基
質としての利用状況を調べた（Fig. 2B）．水深は
すべて30 cmに統一し，各池で10組のレンガと枯
れ枝を設置した．レンガと池底の間には小石を挟
み，産卵場となる空間を3–4 cmほど設けた．また，
枯れ枝は直径5 mmから20 mm程度のものを複数
選んで長さ20 cmほどに切り，10本ほどをレンガ
のすぐ横にまとめて突き立てた．2006年4月8日
に初めて設置後，4月25日，5月1日，5月6日，5

月15日，5月24日，6月3日，6月10日の計7回，
レンガと枯れ枝のそれぞれにおいて上記と同様の
方法で産卵の有無を確かめた．卵が確認された場
合には，それがレンガの「下面」と「上面」のど
の位置に産卵されたのかも記録した（結果的に
「側面」の産卵は確認されなかった）．なおレンガ
は，ウシモツゴだけでなくザリガニとヨシノボリ
によっても，産卵場所や生息場所として利用され
ていた．そこで，レンガの下にザリガニないしは
ヨシノボリがいた場合，それらも同時に記録した．
こうして得られた結果から，以下の統計解析を
行った．ウシモツゴとモツゴのそれぞれにおいて，
枯れ枝とレンガのどちらを産卵基質として好むか
を検証するため，各組のレンガと枯れ枝を対応の
あるペアとし，7回の調査を通して1度でも産卵し
た場合は1，産卵しなかった場合は0の値を与え，
符号検定を行った．また，レンガのどの位置を好
んで産卵するのかを検証するため，1回の調査ごと
に産卵のあった面に1，なかった面に0を与え，7

回の調査を集計し，同一レンガの「下面」と「上
面」をペアとしてウィルコクソンの符号順位検定
を行った．さらに，U池のレンガについては，卵
の有無がザリガニの有無と関係があるのかどうか
を検証するため，以下のような一般化線形混合モ
デルによる検証を行った．目的変数は「卵の有無」
とし，卵がある場合は1，ない場合は0の値を与え
た．説明変数は「ザリガニの有無」とし，ダミー
変数として1もしくは0の値を与えた．ただしヨシ
ノボリが占有していた場合はデータから省き，解
析の対象外とした．ランダム効果には「地点」と
「期日」の2つの要因を指定し，分布型は二項分布
を仮定した．解析には統計ソフト「R（バージョ
ン2.80）」（http://www.r-project.org）を用い，「lme4

パッケージ」に含まれる「lmer」関数において上
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Fig. 2. A) Experimentally-positioned stone with a
male of Pseudorasbora pumila subsp protecting eggs
laid on undersurface of former. B) “Choice” experi-
ment for spawning substrates in P. pumila subsp. and P.
parva, a brick and sticks being placed on pond bottom,
and the fish choice of egg-laying substrate recorded.
Space for the spawning was made between underside
of brick and pond bottom by placement of small peb-
bles beneath the brick corners.



記の条件を指定した．
水中ビデオによる産卵行動の記録 調査期間中
に，ウシモツゴが繁殖を行っていると思われる石
の近くに水中ビデオカメラを設置し，その行動を
撮影，記録した．撮影された動画から重要と思わ
れる行動が見られた部分のみを切り出し編集した．

結　　　　　果

溶存酸素と水温 各水深と溶存酸素および水温
との関係をFig. 3に示した．溶存酸素は水深60 cm

あたりまでは6 mg/mlもしくはそれ以上を保ってい
たが，水深 70 cmあたりから急激に下がり始め，
水深100 cmでは1 mg/mlほどにまで低下した．一
方，水温についてはすべて23°C台で，ほとんど変
化しなかった．また，U池に設置したデータロ
ガーから得られた水温の時系列変動をFig. 4に示
した．4月初旬には10℃前後であったが，上下に
変動を繰り返しながら，6月には20℃以上にまで
上昇した．なおM池に設置したデータロガーは，
故障によりデータの回収に失敗した．

自然石の設置 ウシモツゴの産卵は6月4日に5

個の石で，6月9日に6個の石で確認された．最終
的にウシモツゴの卵は6個（平均石サイズ�標準
偏差： 3.11�0.50 log10 cm3；平均水深： 28.3�

6.5 cm）の石において確認され，残りの 14個
（2.67�0.51 log10 cm3; 44.6�14.9 cm）においては産
卵の痕跡は認められなかった（Fig. 5）．産卵の有
無によってグループ分けされた2群について，石の
体積（cm3）の常用対数をV，水深をD（cm）と
すると，線形判別関数は，

0��2.77V�0.129D�3.28

と表わされ（Fig. 5），有意に判別された（L�0.62,

P�0.05）．また，この関数において卵がある場合
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Fig. 3. Relationships between water depth and dis-
solved oxygen (upper) and water temperature (lower).
Five readings were averaged for each depth. Error bar
indicates SD.

Fig. 4. Water temperature fluctuations in pond U
containing Pseudorasbora pumila subsp. A bricks and
sticks (Fig. 2B) were introduced on April 25 and
checked every 5–9 days.

Fig. 5. Spawning of Pseudorasbora pumila subsp.
related to water depth and stone size. Utilized stones
indicated by solid circles (�), unutilized stones by
open circles (�). Dashed line indicates linear discrimi-
nant function for the two.



の誤判別率は0 %，ない場合の誤判別率は14 %で
あった．これらの結果から，ウシモツゴは水深
40 cmよりも浅いところで産卵するとともに，より
サイズの大きい設置石を好む傾向が認められた．
産卵基質の野外実験 ウシモツゴとモツゴのい
ずれにおいても，すべての観察日に産卵が確認さ
れた（Fig. 6）．U池においては，レンガのみの産
卵が8組，両方の基質における産卵が1組で観察
され，いずれの基質においても産卵が観察されな
かったのは 1組であった．一方M池においては，
10組すべてにおいて枯れ枝でのみ産卵が確認され
た．符号検定の結果，ウシモツゴは有意にレンガ
に産卵したのに対し（N�8, r�0, P�0.01），モツ
ゴは有意に枯れ枝に産卵した（ N�10, r�0,

P�0.01）．また，ウィルコクソンの符号順位検定
の結果，ウシモツゴはレンガの下面に有意に偏っ

て産卵する傾向が認められた（ N�9, T�5,

P�0.05）．さらに，卵の有無とザリガニの有無と
の間には，有意な負の相関が認められた（切片�

標準誤差： 0.42�0.28; 系数： �2.50�1.10; P�

0.05）．
水中ビデオによる産卵行動の記録 2つの事例
について撮影に成功した．短く編集した動画をオ
ンライン上に示す（MOMO movie archive of animal

behavior:http://www.momo-p.com/showdetail.

php?movieid�momo090925pp01b）．Scene 1–5では
1個体の雄がせり出した石の下に定位し，ときど
き底の堆積物を外に吐き出したり（Scenes 1, 4），
口吻で石の下面をつついたり（Scenes 3, 4），近づ
くヨシノボリを追い払ったり（Scenes 2, 5）してい
た．Scene 6では，流れてきた水草が視界を妨げて
はいるものの，1個体の雄と複数の雌が石の下で
遊泳し，産卵と思われる行動がかろうじて確認さ
れた．

考　　　　察

ウシモツゴの野外における繁殖生態はこれまで
ほとんど知られていなかったが，今回の調査によ
りその大枠が明らかになった．レンガと枯れ枝を
使った野外実験（Fig. 2B）では，モツゴは枯れ枝
に好んで産卵したのに対し，ウシモツゴは産卵基
質としてレンガを選択した（Fig. 6）．既往の研究
においても，植木鉢を割って沈めたものが産卵基
質として優れているとされ（内山，1987），ウシモ
ツゴは硬く平面的なものを産卵基質として好むこ
とが考えられる．条件を揃えるため本実験ではレ
ンガと枯れ枝を用いたが，実際の野外では，落ち
た枯れ枝や抽水植物の茎などよりも，沈んだ石に
好んで産卵していることが予想される．ただし，
枯れ枝における産卵も 1例だけ観察された（Fig.

6）．条件が良かったり，産卵に適した石が池底に
ない場合には，枯れ枝（大仲・森，2005）や抽水
植物へも産卵する事が予想される．
ウシモツゴの産卵には石のサイズと水深が重要
な条件となっており（Fig. 5），加えて石の下面を
好んで産卵することが示唆された（Fig. 6）．好ま
れる石サイズは，形状にもよるが最低でも200 cm3

以上（たとえば8�8�3 cm程度）は必要と思われ
る（Fig. 5）．これは大きい石ほど産卵や隠伏のた
めのスペースが大きく,有効な産卵基質であるため
と考えられる．さらに本種が利用した産卵基質は
40 cm以浅の水深に限られたが，これは深い場所
では溶存酸素が低いためと思われる（Fig. 3）．ま
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Fig. 6. Results of “choice” experiment for spawning
substrates in Pseudorasbora pumila subsp. and P.
parva. Left (pond U) and right (pond M) columns in-
dicate P. pumila subsp. and P. parva, respectively, U1–
10 and M1–10 being sets of a brick (upper blocks) and
sticks (lower blocks). Solid symbols (�/�) indicate
eggs laid, open symbols (�) , eggs not laid. Squares
(�) and triangles (�/�) indicate space between brick
and substrate occupied by Rhinogobius sp. OR and
Procambarus clarkii, respectively. Bar (–) on symbol
indicates eggs laid on upper or lower surface of brick.



た，フサジュンサイなどのコスモポリタンな外来
水草類は，溶存酸素の低下など水質の悪化を招き，
在来の生物多様性に負の影響を与えるものとして
近年注目されているが（Unmuth et al., 2000; Yu et

al., 2004; Hogsden et al., 2007），フサジュンサイの
著しく繁茂するU池においてもウシモツゴがなん
らかの悪影響を受けていることが懸念される．水
野（2001）は溶存酸素量が4 mg/l以下になるとウ
シモツゴの親魚は表層へ移動するとしている．こ
れはU池では水深約70 cm（午前11時頃）に相当
するが（Fig. 3），フサジュンサイが繁茂するU池
においては，夜間や早朝にはより溶存酸素量が低
下することが予想される．さらに卵や稚魚は親魚
に比べてより高く安定した溶存酸素条件を必要と
し（Bone et al., 1995），また，移動できない卵には
水位変動で水深がより深くなるリスクもあるため，
U池の場合は約40 cmが産卵可能な最大水深であ
ると考えられる．
野外実験において設置したレンガはウシモツゴ
だけでなくザリガニやヨシノボリにも利用され
（Fig. 6），ザリガニの有無と卵の有無の間には負の
相関が認められた．外来種のアメリカザリガニは
世界各地で生態的な撹乱をもたらしており（Gher-

ardi, 2007; 環境省，2009b），淡水魚への影響も報
告されている（Ilheu et al., 2007）．U池のウシモツ
ゴも，生息場所や産卵場所をめぐってザリガニか
ら負の影響を受けている可能性が高い．一方ヨシ
ノボリもレンガを利用したが，ウシモツゴが使っ
ていない石の間隙に入り込んだのか，あるいは種
間競争によりヨシノボリがウシモツゴを排除した
のかどうかは不明である．しかし，ヨシノボリを
追い払う行動（動画： Scenes 2, 5）を見る限り，
前者である可能性が高い．また，ウシモツゴの雄
間においても産卵場所をめぐり激しい競争を行っ
ていると考えられる（中村，1969;  内山，1987,

1989）．モツゴやシナイモツゴの雄間闘争において
は体サイズが勝敗の決定要因となっており（Kon-

ishi and Takata, 2004），ウシモツゴにおいても同様
のことが予想される．このため，適切な産卵場所
が少ない場合，小型の劣位雄は繁殖できない可能
性がある．
ウシモツゴの野外での産卵期間については，過
去にいくつかの報告がなされており（中村，1969;

内山，1989;  大仲・森，2005;  大仲ほか，2009），
多少の違いはあるものの3月から7月にかけて繁殖
することが報告されている．本研究では通年の調
査はできなかったが，少なくとも4月下旬から6月

中旬にかけて，15°Cから23°Cの水温において繁殖
が確認され（Figs. 4, 6），過去の報告と一致した．
モツゴの繁殖期についても，Asahina et al.（1990）
によれば3月から6月の間（12–25°C）とされ本研
究の結果と一致した．
今回，水中ビデオ撮影により，野外でのウシモ
ツゴの繁殖行動の一部を記録することができた．
特に目立った行動としては，池底の細かい堆積物
を口吻で外に出す行動を頻繁に行うことが挙げら
れる（動画：Scenes 1, 4）．この行動により石の下
の空間を広げていると思われる．また，石の下面
を口吻で掃除するような行動も見られ（Scenes 3,

4），産卵基質もしくは卵を掃除しているものと思
われる．さらに，ヨシノボリが近づくと追い払う
行動もたびたび観察された（Scenes 2, 5）．産卵と
思われるシーン（Scene 6）では，1個体の雄と複
数の雌が石の下に入り込んで落ち着きなく遊泳し
ていた．雌は時折体を傾けて石に添わせ，石の下
面に産卵しているようにも見られた．また，まれ
に雌は石の下面を口吻で突くような行動を見せた
が，これは食卵行動である可能性も考えられる．
以上をまとめるとウシモツゴの繁殖は，おおよ
そ以下のような一連の経過を経て行われると考え
られる．成熟した雄は4月ごろになると産卵基質
となる石の周辺になわばりを形成し，侵入してく
る他の雄や他種から産卵場所を守る（内山，1987;

大仲・森，2005）．雄は口吻を使って石の下面を
掃除したり，池底を掘り下げたりして，産卵場所
を整える．やがて雌がやってきて産卵し，受精卵
を雄が保護する．卵は 8日ほどで孵化し（中村，
1969），孵化後，空いたスペースに再び産卵が行
われる．このようにして産卵は 6月（大仲ほか，
2009）もしくは 7月ころまで継続される（中村，
1969）．
以上のことから絶滅危惧種であるウシモツゴの
保全においては，3月から7月にかけて，比較的大
きな石を浅場もしくは入水口付近などの溶存酸素
の高い場所に設置することで，繁殖率を高めるこ
とが期待できる．その際，石の下面と池底との間
に産卵するためのスペースを設けると，より効果
的と思われる．モツゴとウシモツゴが同所的に生
息する池沼ではモツゴが優占しウシモツゴを減少
させることが報告されているが（大仲・森，2005），
これはモツゴの産卵基質となる木の枝や抽水植物
の数に対し，ウシモツゴの産卵基質となる沈石の
数が少ないことが一つの原因であるとも考えられ
る．この場合，池底に石を設置することによりウ
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シモツゴだけを選択的に増殖させられる可能性が
ある．また，場合によっては競合するザリガニや，
溶存酸素を下げる外来沈水植物の除去も必要かも
しれない．その上で生息環境の改善や分布域の拡
大など，長期的視野に立った重厚な保全策を図る
のが望ましい．
本研究では，野外観察と実験によりウシモツゴ
の繁殖生態の概要を明らかにすることができた．
特に，池の底に沈んでいる石は，ウシモツゴの産
卵基質として重要な役割を果たしていると考えら
れる．今後は本研究で提案された具体策を実施し，
その有効性を検証する必要がある．
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Appendix Information on the reproductive behav-

iors of Pseudorasbora pumila subsp. can be found 

online at “http://www.momo-p.com/showdetail.php?

movieid�momo090925pp01b”. Scene 1: Male remov-

ing sediment by mouth. Scene 2: Male repulsing

Rhinogobius sp. OR attempting to approach the stone.

Scene 3: Male cleaning eggs or substrate by mouth.

Scene 4: Male removing sediment and cleaning. Scene

5: Male violently attacking Rhinogobius sp. OR persis-

tently approaching the stone. Scene 6: Male and some

females swimming continuously under a stone. Female

occasionally turn body sideways along undersurface of

the stone, in addition to sometimes picking at surface

of the stone. Above behavioral features believed to be

associated with oviposition and egg eating.
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