
魚 類の仔稚をはじめ，止水塊で生活する浮遊
動物においては，光走性を介した日周的な

鉛直移動が認められることがある（Woodhead and

Woodhead, 1955; Nagoshi, 1982; Forward, 1988;

Haney et al., 1990）．昼夜で異なる活動パタンには，
視覚を頼りにする捕食者からの回避を保証する適
応的な意義があると理解されることが多い（Zaret

and Suffern, 1976; Bollens et al., 1992; Neill, 1992; 川
幡，1995）．ヨシノボリ Rhinogobius spp.やアユ
Plecoglossus altivelis altivelisの仔魚は，琵琶湖の
ような止水環境では，日周鉛直移動を行うことが

知られている（Nagoshi, 1982）．一方，両側回遊
経路を構成する河川の流水環境では，日周的な流
下が観察される（Iguchi and Mizuno, 1990;  田子，
1999a, 1999b）．降河移動における日周性は，日周
鉛直移動の場合と同様に，仔魚に備わる光走性に
よって説明することができる（小山，1978;  Iguchi

and Mizuno, 1991）．
両側回遊において，光条件に応じて日中の降河
移動が制約されると，河川に滞留する時間の延長
を招き，その結果，内部栄養に依存する仔魚は飢
餓の危機に陥りやすくなる（Iguchi and Mizuno,
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Abstract This study aims to evaluate the predation pressure during daytime and
nighttime on larvae of Ayu, Plecoglossus altivelis, by comparing the number con-
sumed by three predatory fish species between light and dark experimental condi-
tions. Four of five individuals for Zacco platypus consumed more Ayu larvae in the
light condition than in the dark condition. The number of Ayu larvae consumed by
all four individuals for Tribolodon hakonensis in the light condition was about
twice that in the dark condition. For Gymnogobius petschiliensis, three of five indi-
viduals ate few Ayu larvae, one showed a higher and the other showed a lower
feeding activity under the light condition. Because two out of three predators
showed a consistently higher feeding activity on Ayu larvae under the light condi-
tion, we suggest that the diurnal predation pressure is a selective factor for not only
nocturnal drift in Ayu larvae but also concentrating hatching after sunset.
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1999; Iguchi, 2007）．河川中流域の下端に産卵場を
形成するアユでは，仔魚の孵化は日没直後の時間
帯に集中して起こり（木村，1953;  田子，1999a），
夜間中心の流下を強化する仕組みを獲得している
ように見受けられる．夜間の流下が促進される背
景には，日中の河川には，飢餓を上回る死亡リス
クの存在が示唆される．実際には，静岡県の古宇
川において，ウグイTribolodon hakonensisやスミウ
キゴリGymnogobius petschiliensisによるアユ仔魚の
捕食が報告されている（岡田ほか，2009）．また，
琵琶湖流入河川では，ヨシノボリ，オイカワ
Zacco platypus，ヒガイSarcocheilichthys sp.および
ウグイによるアユ仔魚の捕食が報告されている
（水谷，1976）．
流下途中のアユ仔魚を狙う捕食者が潜在するこ
とは間違いないといえる．しかし，これまでに，
昼間と夜間の捕食圧の違いが検証されることはな
かった．そこで，本研究では，河川内でアユ仔魚
を捕食する可能性のあるオイカワ，ウグイおよび
スミウキゴリの3種を実験に供し，明条件下なら
びに暗条件下で捕食されるアユ仔魚について定量
的な評価を実施した．実験に用いた3魚種は，魚
類の仔稚が多い時期にはそれらを餌として利用す
ることが知られており（宮地ほか，1976;  水谷，
1976;  岡田ほか，2009），また，アユと分布域を広
く共有している（宮地ほか，1976）．したがって，
これら3魚種は，河川内でアユ仔魚が遭遇する機
会のもっとも多いと予想される潜在的捕食者であ
るため，明・暗条件下における採餌能力を評価す
ることにより，アユ仔魚の夜間流下の適応的意義
を理解する上で重要な情報を提供すると考えられ
る．

材 料 と 方 法

供試魚 信濃川河口近くの野積で採捕された幼
魚アユについて，2008年5月から長野県上田市の
中央水産研究所上田庁舎の屋外実験池において，
市販の配合餌料を用いて養成を行った．10月下旬
に，水中ポンプが作る水流と砂利の基質を組み合
わせた産卵場を池の中に設けて，親魚の最終成熟
を促した（Iguchi, 1996）．10月31日に排卵した雌
1個体から搾出した卵に対し，雄1個体から搾出し
た精子を用いて媒精を行った．室内自然光の下，
淡水を満たした孵化槽に受精卵を収容し，孵化ま
で水替えを適宜繰り返した．孵化槽内の水温は，
サーモスタット付き101 W（ワット）ヒーターによ
り 19°Cに調節した．媒精から 10–13日目にまと

まった個体数の孵化仔魚が得られたので，実験に
供した．ただし，一部では都合により，孵化後2

日目の仔魚を実験に用いた．
オイカワとウグイについては，2008年10月31日
に長野県上田市の中央水産研究所上田庁舎の水路
で電気ショッカーとタモ網により採捕した後，屋
外実験池に設置された網生簀内（縦1 m�横1 m�

深さ1 m，網目1.5 mm）で配合餌料を用いて飼育
した．スミウキゴリについては，2008年11月3日
に新潟県糸魚川市の徳合川においてタモ網により
採捕した個体を上田庁舎へ運び，屋外実験池の網
生簀内で生きたオイカワの稚魚を餌として与えて
飼育した．
実験方法 2008年 11月 10日から 11月 13日の
間，水温 18°Cの淡水を 10 l入れた縦 22 cm�横
33 cm�高さ23 cmの半透明のポリプロピレン製の
水槽を用いて実験を行った．明条件を得るため，
水槽上約15 cmの高さに27 Wの3波長形昼白色蛍
光灯を設置した．暗条件を得るためには，厚さ
0.04 mmの黒色ポリエチレン袋で水槽を覆い，さ
らに厚さ2 mmの緑色のプラスチックコンテナに収
容した．光量子計（LI-189, UNDERWATER, LI-

COR, Inc.）を用いて水槽水面の光強度を測定した
ところ，明条件では約92 mmol/m2/s，暗条件では0

mmol/m2/sであった．
まず初めに，24時間以上絶食させたオイカワ，
ウグイまたはスミウキゴリのいずれか1個体の被験
魚を水槽に収容し，1時間実験条件に馴致させた
後，アユの孵化仔魚を100個体水槽内に投入した．
1時間後に被験魚を回収し，生き残ったアユ仔魚
の個体数を記録した．この時の目視観察では，被
験魚の吐き戻し以外の理由により死亡したと思わ
れるアユ仔魚は認められなかった．同じ被験魚に
対し，明条件と暗条件の両方で実験を行った．最
初に明暗どちらの条件の実験を行うかは無作為と
し，19時間から22時間の間隔をあけて2回目の実
験を行った．2回目の実験終了時に，被験魚の標
準体長（最小0.1 mm）および体重（湿重量，最小
0.01 g）を測定した．実験にはオイカワ5個体，ウ
グイ4個体およびスミウキゴリ5個体を用い，明条
件および暗条件ともに8:30から16:30の間に実験
を行った．
統計解析 被験魚の摂餌効率は個体間で同様で
あるとは限らない．個体間の摂餌効率のバラツキ
を標準化しながら，明・暗条件間におけるアユ仔
魚の被食個体数の違いを検討するために，次式に
より捕食指数を求めた．
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明条件でのアユ仔魚被食個体数（�暗条件でのアユ仔魚被食個体数）
捕食指数�

明条件でのアユ仔魚被食個体数（�暗条件でのアユ仔魚被食個体数）
この指数は1から�1の値をとり，暗条件より明
条件での捕食数が多いほど1に近づき，両実験条
件で捕食数が同じであれば0の値を示す．種ごと
に捕食指数の平均値を求め，平均値が0であると
いう帰無仮説を 1試料の t-検定により検定した．
アユ仔魚の被食個体数が明・暗条件ともに5個体
以下であった被験魚は，解析から除外した．また，
スミウキゴリでは解析可能な被験魚が 2個体で
あったため，検定を行わなかった．

結　　　　　果

オイカワが捕食したアユ仔魚数は，明条件で
0–96，暗条件で0–29であり，個体間で変異が認め
られた（Table 1）．アユ仔魚をほとんど捕食しな
かった個体番号 2 を除く捕食指数の平均は
0.764�0.208（SD）であり，0より有意に高い値を
示した（t�7.362, P�0.005）．
ウグイが捕食したアユ仔魚数は，明条件で30–

100，暗条件で14–57であり，個体間で変異が認め

られた（Table 1）．ウグイにおける捕食指数の平均
は0.336�0.053であり，0より有意に高い値を示し
た（t�12.609, P�0.001）．
スミウキゴリが捕食したアユ仔魚数は，明条件
で0–91，暗条件で0–57であり，個体間で変異が
認められた（Table 1）．また，明条件における捕食
数のほうが多いものが1個体，暗条件における捕
食数のほうが多いものが1個体，残り3個体はアユ
仔魚をほとんど捕食しなかった．

考　　　　　察

今回のオイカワを用いた実験では，アユ仔魚の
捕食数に個体間変異はあるものの，暗条件より明
条件において，より多くの仔魚を捕食する傾向が
検出された．この結果から，オイカワは暗条件下
での採餌能力が乏しいため，自然条件下において
も夜間流下するアユ仔魚を摂餌することはまれで
あると推察される．実際，水谷（1976）は，琵琶
湖流入河川においてアユ仔魚を捕食していたオイ
カワはごく少数であったと報告している．また，
実験に供した5個体中1個体のオイカワは，実験
条件にかかわらずアユ仔魚をほとんど捕食しな
かった．この個体は実験水槽に馴染めなかったか，
コンディションが悪かったために，本来の摂食活
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Table 1. Comparison of number of Ayu larvae consumed by each individual predator between 
light and dark conditions

Number of Ayu larvae 

SL BW
consumed

Initial Predation
Predator #

(mm) (g)
Light Dark

condition index

condition condition

Zacco platypus 1 71.8 4.1 53 11 Light 0.656
2 66.9 3.3 0 3 Dark �1.000
3 68.5 3.5 96 29 Light 0.536
4 63.8 2.5 43 0 Dark 1.000
5 58.0 1.9 82 6 Dark 0.864

Tribolodon hakonensis 1 64.2 2.9 100 57 Light 0.274
2 70.0 4.2 30 15 Dark 0.333
3 53.8 2.1 33 14 Light 0.404
4 58.9 2.3 88 44 Dark 0.333

Gymnogobius petschiliensis 1 55.3 2.1 91 57 Light 0.230
2 67.2 6.3 0 0 Dark NA
3 77.2 7.1 8 22 Light �0.467
4 47.8 1.5 0 1 Dark �1.000
5 47.6 1.3 2 1 Light 0.333

#, individual number; SL, standard length; BW, body weight; NA, not available.



動を行えなかったものと考えられる．
ウグイにおいても，捕食数に個体間変異は認め
られるものの，暗条件より明条件において，より
多くの仔魚を捕食する傾向が検出された．ただし，
ウグイに関しては，個体によらず，暗条件下に
あっても明条件下のときのおよそ半分量の仔魚を
捕食していたことから，摂餌効率は低下するとは
いえ，視覚以外の感覚器官を頼りに摂食する可能
性がある．岡田ほか（2009）が夜間行った調査で
は，捕獲個体数は少ないものの，4個体中3個体
のウグイがアユ仔魚を捕食していた．
オイカワとウグイに関する今回の結果は，これ
らの種が主に視覚を頼りにして，日中活発に採餌
することを示唆する．したがって，オイカワやウ
グイが下流域に高密度で生息する河川では，アユ
仔魚は夜間より昼間のほうが強い捕食圧にさらさ
れることになる．アユ仔魚に加えられる日中の強
い捕食圧は，夜間の流下による適応を誘起するだ
けでなく，孵化のタイミングを日没直後に集中さ
せる選択圧としても機能していると考えられる．
スミウキゴリに近縁なウキゴリG. urotaeniaやシ
マウキゴリG. opperiensは，夜の間に活発に摂餌活
動を行う（網田・岡田，1973;  石野，1989）．ま
た，岡田ほか（2009）の報告では，夜間に採捕さ
れたスミウキゴリの61%（n�54）の個体がアユの
流下仔魚を捕食していた．したがって，スミウキ
ゴリも夜行性であることが推察される．しかしな
がら，今回の実験では，5個体中3個体がほとんど
アユ仔魚を捕食せず，残りの2個体も明暗条件間
で一定の傾向を示さなかった．このように明瞭な
傾向が認められなかった理由の1つとして，スミウ
キゴリはもともと採餌活動における明確な日周期
性をもたない可能性が考えられる．たとえば，
ジュズカケハゼG. castaneusでは，昼間と夜間の両
方で摂食活動を行うことが知られている（Sawara

and Ogawa, 1984）．もう1つの理由として，昼間の
時間帯に行われた今回の実験では，スミウキゴリ
を実験環境に馴致させるには至らなかった可能性
が考えられる．実際，明条件下で試験を行ったと
きには，スミウキゴリが実験水槽内を激しく泳ぎ
回り，水面から飛び跳ねる姿が何度も観察された．
スミウキゴリの捕食圧を正確に評価するためには，
隠れ家の設置など実験水槽のデザインの改良や，
夜間の時間帯における実験の実施が必要であるか
もしれない．
明条件下における実験では，目視により3魚種
すべてで採餌行動が観察された．また，実験終了

後の被験魚の消化管内容物からは，アユ仔魚が見
いだされた．したがって，実験時間内におけるア
ユ仔魚の減耗は，被験魚の捕食に起因するとみな
すことができる．また，岡田ほか（2009）の野外
調査報告によると，今回の被験魚と同程度の体サ
イズを有するウグイとスミウキゴリが，それぞれ
最大244個体および486個体のアユ仔魚を捕食し
ていたという．したがって，今回の実験でアユ仔
魚が時間内に完食されなかったのは，被験魚の飽
食が原因であるとは考え難い．
今回の実験では，オイカワ，ウグイおよびスミ
ウキゴリの3魚種について，明・暗条件下でのア
ユ仔魚に対する採餌能力の評価を試みた．しかし，
実際の河川では，アユの流下仔魚が遭遇する可能
性のある潜在的な捕食者はほかにも数多く存在す
る．今後は，自然条件下におけるアユ仔魚の捕食
者の種類とそれらの現存量をより詳細に把握する
とともに，明条件と暗条件だけでなく薄明条件に
おける捕食者の採餌能力を実験的に評価すること
により，アユの孵化や仔魚流下のタイミングの持
つ適応的意義に対する理解が深まると考えられる．
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