
ツバメコノシロ科魚類は，温帯・熱帯の海域
から淡水域にかけて8属41種が分布し，い

ずれもが胸鰭下部に鬚状の遊離軟条を有している
(Motomura, 2004)．本科のほとんどの種では，その
遊離軟条は体長より短いが，Polynemus 属（全 8

種）など一部の種は体長よりも長い（以下単に
「長い」と記す）遊離軟条と短い遊離軟条を併せ
もつ特異的な形態である (Motomura, 2004)．本科
魚類の遊離軟条は濁った水中で視覚の代わりにな
る感覚器官と示唆されているが (Motomura, 2004)，
遊離軟条の具体的機能についての報告は少ない．
飼育下における索餌行動の観察によると，短い遊
離軟条のみをもつツバメコノシロPolyductils ple-

beiusでは，視覚と遊離軟条による触覚を使い分け
て索餌するが（本村ほか，2002），長い遊離軟条
をもつPolynemus 属 2種では，より遊離軟条に依
存して索餌する (Motomura and Oijen, 2003)．また，
土井ほか (2007) はPolynemus multifilisの飼育下観
察によって，遊離軟条が餌だけでなく地形や障害
物を感知し，特に3対の長い遊離軟条は障害物の
感知と回避に関与することを示唆した．この観察
において，本種は新規に設置した障害物（塩ビパ
イプ）に触れると回避したが（土井ほか，2007），
水槽内にもともと設置されている給排水用パイプ，
底石，擬岩などに触れても回避しなかったことか
ら（土井，未発表），本種は接触物を識別して回
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Abstract Avoidance behavior of Polynemus multifilis (Perciformes: Polynemi-
dae), following contact of the long pectoral filaments (separate rays of the lower
part of the pectoral fin) with certain objects (concrete block, same species and
carp), was observed in an aquarium. The avoidance rate (avoidance frequency/con-
tact frequency) following contact with a concrete block was significantly higher
immediately after the latter was placed in the tank (mean�SD, 68.7�15.4%) than
3 days later (0%). The conspecific avoidance rate (10.4�2.7%) was significantly
lower than that to carp (83.2�5.3%). Such evidence indicated that P. multifilis
could discriminate between and selectively avoid objects by means of the long pec-
toral filaments.
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避していることが予想される．さらに，本種を捕
獲するための手網が長い遊離軟条に触れるとすば
やく回避することから（土井ほか，2007），長い遊
離軟条は，餌や静止している障害物だけでなく，
捕食者などの接近を感知するのにも用いられてい
る可能性が考えられる．そこで，本研究では，水
族館で飼育されている P. multifilis について，静止
物や生体に対する回避行動を観察し，接触物の識
別や接近物の感知に本種の長い遊離軟条が果たす
役割について考察した．

本研究で観察した Polynemus

multifilis は，国内の観賞魚輸入業者より購入した
タイ北東部産個体で，神戸市立須磨海浜水族園の
水槽で約2年以上飼育している成魚6個体（体長
約11–16 cm）である．これらは，個体のサイズお
よび鰭，遊離軟条の形状や黒斑により個体識別し
て観察した．水槽内にはこれらのほかに，約1年
飼育している若魚5個体（体長約6–8 cm）が同居
していたが，個体識別が困難であったため，個体
ごとの観察には用いなかった．水槽内には本種の
ほかにコイ Cyprinus carpio（体長約50 cm）を飼育
し，後述の観察に用いた．飼育水槽は，水族館内
の展示用のモルタル製水槽（2,000�1,500�1,500

mm，4.5 m2，前面ガラス，後面モルタル製擬岩，
底面粒径1 mm砂）を用いた．飼育水は，井戸水
を原水とした，外部ろ過装置とエアリフト式底面
ろ過装置による循環水で，熱交換器により水温は
26.0–27.0°Cに調整された．照明は，天窓から入る
間接自然光に加え，40 Wの蛍光灯 4灯を 8:30–

18:00の間点灯した．給餌は，通常毎日午前と午
後に各1回ずつ，解凍した冷凍赤虫および冷凍ア
ルテミアを適量，水槽内に流し込んだ．

静止物には，これまで観
察個体が接触した経験がないコンクリートブロッ
ク (39�19�10 cm) を用いた．P. multifilis は水槽内
では壁面や底面に接して泳ぐこと（土井ほか，
2007）から，本種と接触しやすいと思われる水槽
中央の後ろ壁面よりの底面にブロックを横倒しに
沈めた．なお，筆者は，本種を水槽に収容した際
に，水槽内に設置されているパイプ等に対して1–2

日で回避しなくなることを観察しているので（土
井，未発表），当実験では新規対象物とそうでな
い対象物への反応を比較するため，設置直後と設
置3日目に観察を行った．本種の14対の遊離軟条
の内，上から3対の長い遊離軟条のいずれかが対

象物に接触した回数と，その内の回避行動の回数
を目視で計数し，接触回数に対する回避回数の百
分率を「回避率」として示した．ここでの回避行
動とは，Eaton et al. (1977) のCスタートのように
「接触時に頭と尾を曲げて遊泳方向を急激に変え
て接触物から離れる行動」（主に前方や側方から
の接触），または「接触時にそれまでの遊泳速度を
上げて接触物から離れる行動」（主に側方や上方
からの接触）とした．1個体あたり10回以上の接
触を計6個体で観察し，ブロック設置直後にはの
べ230回，および，設置3日目にのべ232回の接触
と反応を観察した（30–60分間）．

この観察は，捕食者な
どの接近を遊離軟条で感知するかどうかを調べる
ことが目的であるが，P. multifilis の入手は困難な
ため，本種を捕食する恐れのある魚食魚は接触対
象として使用できない．よって，雑食性魚で，か
つ，水槽中底層を遊泳して本種と接触する可能性
が高く，さらに，観察を行う日中に活動する種と
してコイを代用種とした．なお，コイは，水槽収
容後しばらくはあまり遊泳せずに水槽底面の隅に
静止していることが多く，ほとんど本種と接触す
ることがなかったが，2–3ヶ月の間に徐々に水槽内
を遊泳して本種と接触するようになった．さらに
活発に泳ぎまわるようになった収容後約5ヶ月経
過後に，上記のブロックの場合と同様に，長い遊
離軟条とコイが接触した回数と回避行動の回数を
計数した（のべ接触回数238回）．また，別種であ
るコイとの反応と比較するために，水槽内に複数
飼育されている本種同士の接触と回避行動も同様
に観察した（のべ接触回数249回）．

遊離軟条の触覚
以外で接近物を感知しうるのかどうかを調べるた
め，最も回避率が高かったコイ（結果に記述）に
ついて，本種の遊離軟条を含む体の部位のいずれ
かが，コイと約3 cm以内に接近した場合，遊離軟
条の接触の有無とそれぞれの回避回数を目視で計
数し（約30分間），比較した．

底面にブロックを設
置した直後の観察では，長い遊離軟条がブロック
に触れた瞬間，Polynemus multifilis は素早く方向
転換したり，遊泳速度を上げたりしてブロックか
ら高頻度で回避した (Table 1)．一方，ブロック設
置3日後の観察では，どの個体も接触前とほとん
ど遊泳速度を変えることなく，ブロック面に沿う
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ようにゆっくり方向転換するか，ブロックの上面
に沿ってこれを乗り越え，まったく回避すること
はなかった (Table 1)．

コイは水槽内を任意に
遊泳したり，摂餌のために底砂を吸い込んだりし
ており，P. multifilis に対して捕食や攻撃行動をと
ることはなかったが，本種の前方，上方，側方か
らその遊離軟条にコイが接触した場合，本種は高
頻度でコイから回避した (Table 1)．コイの動きが
少なく，コイと本種が同方向に動きながら遊離軟
条がわずかにかすったような場合には，回避行動
はとらず，コイの体に沿うようにゆるやかに方向
転換してコイから離れた．一方，P. multifilis の遊
離軟条が同種他個体の遊離軟条，頭部，体幹部，
鰭などに接触した際に，緩やかな動きでかわした
り，接触したまま同じ方向へしばらく泳いだりす
る行動が見られ，回避行動をとることは少なかっ
た (Table 1)．回避行動が見られたのは，緩やかな
動きでは避けきれないほど接近した場合や，別の
要因で高速で遊泳して来た個体に触れた場合など
であった．

各個体のブロック
（設置直後，設置3日後），コイ，同種に対する回
避率を比較したところ，個体ごとの回避率には有
意な差はなかったが，接触物が異なると回避率に
は有意な差があった（ANOVA，個体間　F�1.35,

P�0.05，接触物間　F�173.8，P�0.001）．各接
触物同士についてTukeyの方法による多重比較を
行ったところ (Table 1)，設置直後のブロックvs設
置3日目のブロック，コイvs同種，設置直後のブ
ロックvs同種，コイvs設置3日目のブロックにお
いて有意差がみられた．すなわち，本種は，コイ
および設置直後のブロックに遊離軟条が接触する
と，同種に接触するより有意に高い頻度で回避し，
設置3日後のブロックに対しては設置直後より有
意に回避率が低下した．

観察された本種とコイ
の接近（のべ121回）のうち，遊離軟条が接触し
ない場合（32回，回避率25.0%）より接触した場
合（89回，回避率85.4%）の方が有意に多く回避
行動をとった（c 2検定，c 2�40.44，P�0.001）．
本種は，前方にコイが遊泳していたり，コイの側
方を通過したり，あるいは，中層を泳ぐコイの下
方を通過したりする場合，いくら接近しても遊離
軟条が接触する前に回避することはほとんどなく
（回避8回，総回避回数に対して9.5%），さらに接
近してコイに接触した場合に初めて回避すること
が多かった（回避 76回，総回避回数に対して
90.5%）．本種が接触せずに回避したのは，コイが
大きく動いたり，動かしているコイの胸鰭や尾鰭
に近づいたりして水にあおられたような場合で
あった．

土井ほか (2007) は，水槽内に設置された直後の
塩化ビニールパイプに Polynemus multifilis の長い
遊離軟条が触れたとき，平均（�標準偏差）
55.0�18.9%の回避率で回避することを報告し，長
い遊離軟条に障害物の感知機能があることを示唆
した．本観察では，設置直後のブロックに対して，
既報よりやや高い回避率で同様に回避し，コイに
対してはさらに高い率で回避した．これらのこと
から，本種は長い遊離軟条で，静止している障害
物のみならず水中を遊泳する他の生物を感知し，
回避するものと考えられる．また，同種同士ある
いは設置後3日目のブロックへの接触においては
回避率が低く，接触物によって回避率に差があっ
たことから，本種は遊離軟条の接触によって同種
と他種を識別し，あるいは新規に設置されたブ
ロックと3日間設置されていたブロックを識別し，
その上で回避行動を起こす／起こさないことが示
唆された．

Polynemus multifilis の遊離軟条による識別 65

Table 1. Comparison of avoidance rates (avoidance frequency/contact frequency ) following contact of the long
pectoral fin filaments of Polynemus multifilis with certain objects in the aquarium

Objects Avoidance rate (%)

Concrete block (Immediately after placement in tank) 68.7�15.4 (60.8–94.1)a

Concrete block (3 days following placement) 0.0�0.0 (0.0)b

Carp (Cyprinus carpio) 83.2�5.3 (72.0–86.7)a

Other individuals (Polynemus multifilis) 10.4�2.7 (7.3–14.7)b

Values expressed as mean�SD (range) (n�6). Significantly different indicated by different alphabet superscript
(P�0.05; multiple comparison by Tukey’s method).



魚類は新規な刺激を受けた際，その刺激から遠
ざかる行動が反射的に起こるが，刺激が繰り返さ
れると順化が起こる（吉田，2002）．視界が悪い
際には，魚類が触覚を通した経験や学習によって
物体を区別すると考えられている（井上，1978）．
また，回避行動ではないが，ツバメコノシロ科の
ナンヨウアゴナシ Polydactylus sexfilis は，給餌に
対してパブロフ型条件付けによる学習能力がある
ことが報告されている (Masuda and Ziemann,

2000)．今回コンクリートブロックからの回避が設
置3日後に見られなくなったことには，学習によ
る馴化が関係している可能性があるが，今回の実
験では，水中に投入されたばかりのブロックと3日
間水中に置かれたブロック表面の化学的変化（藻
類やバクテリア等の付着など）の有無について把
握していない．本科魚類の遊離軟条には味蕾があ
り（本村，未発表），本種は遊離軟条で餌を感知
して捕食するので（Motomura and Oijen, 2003；土
井ほか，2007），ブロック表面の化学的変化を感
知，識別している可能性もある．いずれにせよ，
今回接触対象としたブロック，コイおよび同種は，
それぞれ動き，形状，表面の性状が異なっており，
本種が遊離軟条によってどのような刺激を感知，
識別しているか，また，それらを学習するのかに
ついては不明で，今後の研究を待ちたい．
本種と同様に鬚状に伸びた腹鰭を感覚器官とし
て用いるブルーグラミー Trichogaster trichopterus

は，水中で遭遇する物体をまず視覚で認識した後
に，腹鰭による触診行動が生じる (Bisazza et al.,

2001)．また，短い遊離軟条をもつツバメコノシロ
は，視覚と触覚を使い分け，中層にある餌は遊離
軟条を用いずに視覚で認識して摂餌し，底面にあ
る餌や視界が利かない場合は遊離軟状で認識して
摂餌すると考えられている（本村ほか，2002）．こ
れらに対して，本種は水中に餌があっても遊離軟
条に触れるまでは認識せず，捕食しないことが観
察されており（Motomura and Oijen, 2003；土井ほ
か，2007），さらに今回の観察では，遊離軟条が
接触すれば高頻度で回避するコイに接近しても，
触れない限りはほとんど回避しなかった．以上の
ことから，本種は接近物や餌を認識する手段とし
て，視覚より遊離軟条の触覚に強く依存している

と考えられる．
以上，今回の結果から，本種の遊離軟条は，外
敵などの接近物を回避する上で重要な感覚器官で
あることが示唆され，さらに，何かに接触すれば
回避行動が起きるという単純な反応でなく，接触
物を識別する神経系と関連して発達していること
が示唆された．

水槽での観察は，神戸市立須磨海浜水族園にお
ける実習において行われた．実習の機会をいただ
いた当水族園および広島大学，岡山理科大学付属
専門学校，長崎大学の関係者各位にお礼申し上げ
る．
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