
ホトケドジョウLefua echigoniaは，コイ目ド
ジョウ科に属する日本固有の淡水魚で，青

森県を除く東北地方から近畿地方までの本州に分
布する．本種は湧水を水源とする細流，湿原や水
田周辺の小溝に生息するが（細谷，2003），近年，
その生息地は全国的に急速に減少しており，環境
省のレッドリストでは絶滅危惧種 IB類に選定され
ている（細谷，2003）．本種は元々小規模な水域
にパッチ状に生息することから，生息環境の悪化
は容易に個体群の絶滅を引き起こすと考えられ，
本種の保護および生息環境の保全に関する対策を
講じる必要がある．しかし，生息地あたりの個体
数が少ないことや近年生息地や個体数が激減して
いることから，個体を殺傷しないで行う調査，た
とえば個体識別による野外での追跡調査が望まれ
る．本種は比較的小型の淡水魚であるため，人為
的標識に伴う悪影響が考えられ，自然標識による
個体識別法の確立が有益である．

本種と同属のナガレホトケドジョウL. sp.（sensu

細谷，1993）の腹部には，胸鰭基部から腹鰭基部
にかけて走る，1対の白色線（膠原繊維が密に集
まった緻密結合組織）が存在し，その形状によっ
て個体識別が可能である（青山，2000）．ホトケ
ドジョウにも同様の白色線が認められるため (Fig.

1)，この腹部白色線形状を利用した個体識別が可
能と予想される．そこで，個体識別に使用可能な
自然標識の条件である，普遍性（universality，す
べての個体がもっていること），唯一性（unique-

ness，同じものをもつ個体がいないこと），永続性
（permanence，経時的に変化しないこと）（内田，
2002），そして客観性（objectivity，観察者が異
なっても同様の結果が得られること）について検
討を行った．

材料と方法

飼育実験 腹部白色線形状の永続性について，
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Abstract A cobitid fish Lefua echigonia is a small threatened freshwater fish.
Examination of white linear abdominal marks on specimens for the purpose of in-
dividual identification, disclosed the following: 1) marks existed on all specimens
collected (n�476); 2) specimens collected on the same day (mean�23) each had
unique marking patterns; 3) the shape of the marks on 12 specimens did not
change during 359–474 day periods under rearing conditions; 4) in a photograph-
matching test, all test-takers could identify 20 individuals from 50 pictures includ-
ing 1–4 views of each individual. It was considered that the marks of L. echigonia
can be used for individual identification.
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飼育実験による検討を行った．供試魚は 2002年
10月–2003年6月に三重県宮川水系の細流におい
てタモ網（目合2 mm）で採集した12個体である．
そのうち6個体は黒色で不透明な水槽（縦23 cm�

横40 cm�深さ29 cm）に単独で飼育し，残る6個
体は胸鰭および尾鰭の部分切除による個体識別を
実施したうえで，同一の水槽内で混養した．切除
後の鰭には速やかな再生が認められたため，約
2ヶ月ごとに再切除し，個体識別を維持した．水
槽を冷水機（ADVANTEC TOYO社製，LC-130E

およびLC-100F）を設置したウォーターバス内に
浸漬し，全水槽の水温を均一に保った．水温は定
期的に計測した生息地の水温に従って変動させた．

また，飼育期間中は1日1回冷凍のユスリカ科幼
虫（株式会社キョーリン製，UV赤虫およびク
リーン赤虫）を飽食量給餌した．飼育実験期間は，
2003年 3月 –2004年 6月とし，期間中に 7回，腹
部白色線形状の写真撮影（ F U J I F I L M社製 ,

FinePix4500, 2400�1800 pixels）を行った．写真撮
影時には，各個体を 0.0075%に希釈したオイゲ
ノール水溶液 (4-Allyl-2-methoxyphenol) を用いて
麻酔し，魚体を傷つけないようにした．なお，腹
部白色線形状による個体識別はすべて写真に基づ
いて行った．
野外調査 天然水域において，腹部白色線形状
の普遍性と唯一性について調査を行った．調査期
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Fig. 1. Ventral views of three rearing Lefua echigonia individuals on different days, showing per-
manence of white linear abdominal markings.



間は 2003年 3月 –2004年 6月とし，月に 1–2回，
計 20回の調査を行った．調査場所は三重県宮川
水系の細流で，飼育実験に用いた個体を捕獲した
水域とは異なる．なお，詳細な調査場所はホトケ
ドジョウの保護上の観点から明らかにしない．調
査区間の流程は約100 m，川幅は1–2 mであった．
採集にはタモ網（目合2 mm）を用いた．採集した
個体は現場で麻酔し，腹部白色線形状の写真撮影
および標準体長の測定を行った．その後，河川水
を注いだ水槽内で完全に覚醒させ，ふたたび採集
した場所に放流した．
腹部白色線形状認識の客観性確認テスト 青山

(2000) に準拠し，腹部白色線形状による個体識別
の客観性について検討を行った．まず，飼育実験
に用いた 12個体の腹部白色線形状の写真 82枚
（各個体6–7枚）を順不同に並べ，それぞれの個体
を著者の一人赤田が正しく識別可能であるかテス
トを行った．次に，腹部白色線形状による個体識
別結果が観察者が異なっても同じであるかどうか
調査するため，以下のような識別テストを実施し
た．著者の腹部白色線形状に基づく個体識別によ
り野外調査で4回以上採集履歴があると判断され
た 19個体と，飼育実験個体 1個体を無作為に選
び，5個体ずつの4グループに分けた．個体識別写
真を第1グループの個体は1枚ずつ，第2グループ
の個体は2枚ずつ，第3グループの個体は3枚ずつ，
第4グループの個体は4枚ずつ，合計50枚の写真
を用意した．この写真を順不同にして，重ねたま
ま22–25歳の計10人の被験者に手渡し識別しても
らった．なお，同一個体について個体識別写真を
複数枚使用する場合，ことなる採集日に撮影され
た写真を用いた．

結　果

飼育実験 単独飼育個体は実験期間中，2003

年3月6日，6月29日，8月9日，10月15日，12

月3日，2004年4月17日，6月22日の計7回，混
養飼育個体は，2003年5月12日，6月29日，8月
9日，10月15日，12月3日，2004年4月17日，6

月22日の計7回，写真撮影による腹部白色線形状
の観察を行った．なお，実験期間中，混養飼育の
1個体が死亡した（飼育期間 359日）．観察の結
果，同一個体の腹部白色線形状は全ての観察時に
おいて同一と認識された（飼育期間 359–474日）
（例として，Fig. 1に3個体の白色線形状を示す）．
野外調査 計20回の調査で，のべ464個体，1

回あたり6–51個体（平均 23.2個体）が採集され

た．採集された個体の標準体長は，31.5–86.9 mm

で，すべての個体に腹部白色線が存在した．また，
1回の調査において区別が困難な腹部白色線形状
をもつ個体が複数採集されることは一度もなかっ
た．
腹部白色線形状認識の客観性確認テスト 著者
による飼育実験個体12個体の識別テストの結果，
単独飼育および鰭切除による個体識別と腹部白色
線形状による個体識別の結果とは完全に一致し
た．第三者による識別テストの結果においても，
被験者10人全員が50枚の写真を著者による識別
結果とまったく同一に組み合わせた．

考　察

青山 (2000) は，野外において鰭切除による個体
識別を行い，ナガレホトケドジョウの腹部白色線
形状の永続性を確認した．一方，本研究では飼育
実験によって，より確実に同一個体を継続観察し，
ホトケドジョウの腹部白色線形状の永続性を調査
した．その結果，本種の腹部白色線形状は飼育下
において季節や成長によって変化せず（永続性），
野外調査においても採集された全個体から確認さ
れた（普遍性）．また，調査期間を通して，同時
に区別できない形状をもつ個体が複数採集される
ことはなく，各個体がすべて識別可能な形状を示
すと考えられる（唯一性）．これらのことから，ホ
トケドジョウの腹部白色線形状は近縁のナガレホ
トケドジョウと同様，自然標識として有効な形質
と考えられる．さらに，客観性確認テストの結果
から，本種の腹部白色線形状は観察者を選ばず，
同一の識別結果が得られ（客観性），写真撮影に
よる記録・検証も容易である．以上より，ホトケ
ドジョウの腹部白色線形状は本種の個体識別調査
に適した実用的な形質と結論される．

謝　辞

本研究を遂行するにあたり，さまざまな面で協
力していただいた神戸市立須磨海浜水族園の職員
の方々に心から感謝の意を表する．また，客観性
確認テストの際，三重大学生物資源学部魚類増殖
学研究室，同応用行動学研究室，同木質分子素
材制御学研究室，同森林保全生態学研究室の方々
には，被験者として協力して頂いた．ここに深く
感謝の意を表する．

引　用　文　献

青山　茂．2000．ナガレホトケドジョウの腹部白色線形

ホトケドジョウの個体識別 155



状による個体識別法．魚類学雑誌，47: 61–65．
細谷和海．1993．ドジョウ科．中坊徹次（編），pp.

231–235, 1260–1261．日本産魚類検索－全種の同定．
東海大学出版会，東京．
細谷和海．2003．ホトケドジョウ．環境省自然環境局
野生生物課（編），pp. 106–107．改訂・日本の絶滅の

おそれのある野生生物－レッドデータブック－4 汽
水・淡水魚類．財団法人自然環境研究センター，東
京．
内田　薫．2002．指紋による個人識別技術とそのイン
ターフェースへの応用．NEC技法，(55): 28–34．

156 赤田仁典ほか


