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Abstract   The spawning habitat of the endangered Chinese false gudgeon, Abbottina 
rivularis, was investigated in an irrigation channel near the Ushizu River, northern Kyushu 
Island, Japan, from March to May, 2012. Sixteen nest sites were identified from early 
April to mid-May. A generalized mixed liner model incorporating nest presence/absence 
data and several environmental parameters, disclosed the environmental characteristics 
of the spawning habitat of the species, indicating the probability of occurrence of a nest 
with distance from the channel bank, current velocity and emergent plants. The results 
suggested that the maintenance of low current velocity and few or no emergent plants near 
the banks were most important for conservation of the spawning habitats of A. rivularis.
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ツチフキ Abbottina rivularisは，コイ科カマツ
カ亜科に属する純淡水魚で，国外では中国

東部や朝鮮半島に，日本では濃尾平野，近畿地
方，山陽地方，九州北西部に分布している（細
谷，2005）．近年では，関東地方や宮城県，新潟
県に移殖され，定着しており（瀬能，2008），国
外では東南アジアや中央アジアで外来種として
確認されている（国立環境研究所，2013）．本種
は平野部の池や農業用水路に生息するため（細
谷，2005），水田地帯の圃場整備などの人為的な
環境改変の影響を受けやすい．そのため，近年で
は，自然分布域での生息数の減少が著しく，京都
府（2002），大阪府（2000），岡山県（2009），大
分県（2011）などのレッドリストに掲載されてい
る．また，環境省（2013）では絶滅危惧 IB類に
指定されている．
本種の既知の生態学的研究としては，産卵習性

（塚原，1954），生活史の概要（中村，1969），琵
琶湖の堅田内湖における繁殖期（中島・中川，

2007），各成長段階における利用環境（Hayashi et 
al., 2013）などがある．野外における産卵環境は，
岸沿いで流れの緩やかな浅い場所とされているが
（塚原，1954；中村，1969），物理環境情報の詳細
については示されていない．産卵環境などの生態
的知見を集積することは，対象とする種の保全・
保護行為を行なううえで必須の条件である（片
野・森，2005）．本研究では，佐賀県牛津川に隣
接した素掘りの農業用水路における本種の産卵と
物理環境構造の関係について報告する．

材 料 と 方 法

調査地と期間　調査は，佐賀県牛津川に隣接す
る農業用水路で，2012年 3月から 5月にかけて
合計 9回（3月 1日，14日，4月 2日，12日，24
日，5月 11日，15日，19日，28日）実施した．
この水路は，牛津川河口から約 10 km上流の右岸

牛津川近隣の農業用水路におけるツチフキの産卵環境
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側の水田域を流れ，長さが約 1 km，幅が約 3 m
である（Fig. 1）．上流区間にはコンクリート護岸
が施されているが，下流区間では昔ながらの素掘
り形状が残されている．同水路内での本種の出現
場所は下流の素掘り区間に集中することが明らか
となっているため（Hayashi et al., 2013），下流側
の素掘り区間で調査を行った．この地域の水田で
は米と麦の二毛作が行われ，稲作期の 6月下旬か
ら 9月下旬までは水位が上昇するが，それ以外の
時期には水深が浅くなる（Hayashi et al., 2013）．

調査時期においては透明度が高く，陸上から産卵
巣が容易に観察された．
調査方法　水路内に 4区域を設け，各区域内に

水路を横断するライントランセクトを 3つ設定し
た（Fig. 1）．さらに，各トランセクト上に 1‒4の
方形枠（50× 50 cm）を概ね等間隔に配置し，そ
れを観察地点として産卵巣の有無を確認した．本
種の産卵巣は水底にすり鉢状に掘られ，付近では
卵保護をする雄個体が確認される（塚原，1954；
中村，1969）．本調査でも，陸上からの目視によっ

Fig. 1.　Location of the study area and sampling design in an irrigation channel near the Ushizu River, Kyushu 
Island, Japan. Arrows indicate the direction of water flow.
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て，産卵巣と雄の様子が容易に観察された．
産卵巣が確認された調査日，調査区域について

は全観察地点の物理環境を計測した（4月 2日：
64 点，24 日：33 点，5 月 11 日：30 点，19 日：
10点）．地点の中心部の水温（WT, ˚C），水深
（WD, cm），岸からの距離（DB, cm），溶存酸素濃
度（DO, mg/L），流速（CV, cm/s），水路幅（CW, 
cm）を測定し，目視により抽水植物（EP）の有
無を確認した．底質については産卵巣の形成に影
響する可能性がある一方，4区域内は概ねシルト
（中央粒径値 <0.063 mm）で構成されることを既
に明らかにしており（Hayashi et al., 2013），区域
内の底質は概ね均質と判断し，今回の測定項目か
ら除外した．水温の測定にはデジタル水温計
（YSI-30，ナノテック，東京）を，溶存酸素量の
測定にはポータブル DO計（DO-5509，カスタ
ム，東京）を，流速の測定にはプロペラ式流速計
（VR-301，ケネック，東京）をそれぞれ使用し
た．
データ解析　最初に，ツチフキの産卵巣が確認

された地点と確認されなかった地点の環境構造を
比較した（抽水植物の有無：Fisherの正確確率検
定；その他の環境：Mann-Whitneyの U検定）．次
に，産卵巣の在／不在データを目的変数に指定
し，それらが二項分布に従うと仮定した一般化線
形混合モデル（GLMM; Bolker et al., 2009）を構築
した．説明変数には，各区画の物理環境（水温，
水深，岸からの距離，溶存酸素，流速，水路幅，
抽水植物の有無）を指定した．これらの変数につ
いて，解析前，姜（2010）に従ってλ値に基づい
た適切な変数変換を行い（WT， DO：逆数変換；
WD，CW：平方根変換；DB，CV：対数変換），
多重共線性を避けるため，総当たりでピアソンの
相関係数を算出し，その絶対値が 0.6未満である
ことを確認した．また，調査日ごとの産卵環境の
差異を考慮して，調査日をランダム切片に指定し
た．モデル選択には，赤池情報量規準（AIC; 
Akaike, 1974）を用い，AICの最も低いモデルを
ベストモデルとして，上位 5モデルについて検討
した．さらに，ベストモデルの予測精度を検証す
るために，実測データ（在／不在）と，モデルに
よる予測データ（0‒1の連続変数）を用いて ROC
（Receiver operating characteristic curve）分析を行い
（Akobeng, 2007），AUC（Area under the curve）を算
出した．なお，Fisherの正確確率検定とMann-
WhitneyのU 検定には SPSS ver. 15を，GLMM，ROC
分析には R2.13.1（http://www.R-project.org/）を用い

た．

結 果 と 考 察

産卵巣の発見時期とその特徴　全 9回の調査の
うち，4月 2日，24日，5月 11日，19日の 4回で，
本種の産卵巣を計 16個確認した．調査期間は 3
月から 5月であったことから，この水路での本種
の産卵盛期は 4月上旬から 5月中旬であると考え
られた．この結果は，塚原（1954）および中村
（1969）の福岡県柳川地方からの報告（3月中旬
から 4月下旬が盛期）と概ね一致している．一
方，琵琶湖の堅田内湖での産卵期は 2月下旬から
4月上旬であり（中島・中川，2007），やや時期
が異なっていた．ただし，その研究は生殖腺重量
指数の季節変化に基づいて推定された産卵期であ
ることを付記しておく．発見された産卵巣はいず
れも水底にすり鉢状に掘られ（Fig. 2），全 16産
卵巣中の 9巣において，卵保護していると推察さ
れる雄 1個体が産卵巣上あるいは周囲で確認さ

Fig. 2.　The spawning site (a) and a nest (b) of Abbottina 
rivularis.
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れ，既知の報告（塚原，1954；中村，1969）と一
致した．また，同じ観察日の同一方形枠内で複数
の産卵巣が発見されることは一度もなく，隣接し
た産卵巣間の最短距離は約 1 mであった．
産卵場の分布を左右する環境要因　産卵巣が確

認された地点（16点）の岸からの距離とその標
準偏差は 29.7± 8.0 cm，確認されなかった地点
（121点）の岸からの距離は 84.2± 49.2 cmであ
り，確認地点は未確認地点よりも有意に岸から近
い値を示した（Table 1）．同様の傾向は流速にも
認められ，確認地点（1.7± 2.5 cm/s）の方が未確
認地点（5.3± 5.1 cm/s）よりも有意に小さな流速
を示した．水温，水深，溶存酸素濃度と水路幅に

ついては，産卵巣の確認地点と未確認地点との間
に有意な差は認められなかった．また，産卵巣が
確認された全 16点中の 15点において抽水植物は
生えていなかった．そして，産卵巣の未確認地点
との間での差は有意水準 5%では検出されず，
10%で検出された．
ツチフキの産卵環境に関する GLMMの解析結

果を Table 2に示す．ベストモデルに選択された
変数は，岸からの距離（負の相関），流速（負の
相関），抽水植物（負の相関）で，その AUCは
0.9を越えた．また，上位 5モデルの中で，岸か
らの距離と流速はすべてのモデルで，抽水植物は
上位 4モデルで選択され，高い選択頻度を示し

Table 1.　Environmental conditions of the observation sites with presence/absence of spawning nests 
of Abbottina rivularis present or absent

Table 2.　Coefficients of selected variables for the top five models explaining the spawning habitats of Abbottina rivularis

Environment conditions
Mean ± Standard deviation

Nests present (16 sites) Absent (121 sites)
Water temperature (˚C) 23.0±1.2 22.4±0.9
Water depth (cm) 13.6±7.4 12.8±7.3
Distance from the bank (cm) ** 29.7±8.0 84.2±49.2
Dissolved oxygen (mg/L) 11.8±1.4 11.8±1.2
Current velocity (cm/s) ** 1.7±2.5 5.3±5.09
Channel width (cm) 278.1±93.6 288.8±94.9
Emergent plants (Present at site) + 1 site 31 site

Significance level: ** p<0.01, +p<0.1

Model AIC ∆AIC
Coefficient (Standard error)

AUC
Intercept WT WD DB DO CV CW EP

1 61.5 0.00 
13.917 ‒4.496 ‒0.065 ‒1.947 0.941
(4.636) (1.359) (0.025) (1.178)

2 61.6 0.08 
18.188 ‒4.830 ‒0.071 ‒0.186 ‒2.655 0.949
(4.811) (1.500) (0.027) (0.137) (1.313)

3 62.3 0.84 
13.322 0.377 ‒4.682 ‒0.065 ‒2.081 0.942
(5.550) (0.355) (1.435) (0.026) (1.199)

4 63.1 1.59 
11.957 ‒4.605 27.943 ‒0.064 ‒2.169 0.935
(4.670) (1.411) (43.796) (0.026) (1.239)

5 63.2 1.68 
15.261 ‒4.944 ‒0.058 0.929
(8.417) (1.372) (0.025)

Null 
model

102.8 41.29
‒2.023
(0.266)

WT: Water temperature, WD: Water depth, DB: Distance from the bank, DO: Dissolved oxygen, CV: Current velocity, CW: Can-
nel width, EP: emergent plants
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た．
本種の産卵巣の確認地点と未確認の地点の比較

結果から，岸からの距離が近く，流速が小さい場
所を産卵場として選好する傾向が明らかとなり，
また，GLMMのベストモデルはその傾向を支持
する変数を選択した．ツチフキの各成長段階にお
ける利用環境を解析した既存の報告では，本種の
稚魚がミゾソバ Polygonum thunbergiiなどの水際
の植生域を選好することが明らかである
（Hayashi et al., 2013）．また，本種の仔稚魚はある
程度の大きさになるまで水底に定座し，遊泳能力
が低いことが知られている（中村，1969）．これ
らを考慮すると，卵が孵化した後，遊泳力の低い
仔稚魚が確実に水際の植生域にたどり着くため
に，産卵場として止水的な岸際を選好する習性を
もつのかもしれない．また，水位上昇時に冠水す
る一時的水域がいくつかの純淡水魚の捕食者回避
の場や豊富な餌料を提供する場として機能するこ
と（片野ほか，1988；斎藤ほか，1988；Abe et al., 
2007ab），農業用水路の水際が一時的水域の代替
的な機能をもつこと（Onikura et al., 2009）を考慮
した時，捕食者から発見されにくい場として水際
に産卵巣が作られている可能性もある．特に，著
者らが 2009年 10月から 2011年 9月の間に行っ
た本種の採集調査では（Hayashi et al., 2013），本
種以外に 32種の魚類の生息を確認し，モツゴ
Pseudorasbora parva，ニッポンバラタナゴ Rhodeus 
ocellatus kurumeus，ミナミメダカ Oryzias latipes，
カワバタモロコ Hemigrammocypris rasborellaなど
の小型のコイ科魚類が多く採集された．今回の解
析の中で組み込まなかった捕食者や競争者などと
の関連性については，今後，検討すべき課題のひ
とつである．

GLMMでは，他に抽水植物の有無が負の説明
変数として選択されたが，その理由については明
らかでない．類似した報告として，川底，湖底に
産卵床を作るブルーギル Lepomis macrochirusの
ケースが挙げられ，その雄は沈水植物の密度が低
い場所に産卵巣を掘ることが知られている
（Gosch et al., 2006）．しかしながら，その報告の中
では，沈水植物の少ない場所が産卵場に選ばれる
理由について議論されていない．植生の密度の低
い場所は捕食回避という観点から不利な条件であ
り，そこに産卵巣が作られる何かしらの理由があ
るはずである．可能性のひとつとしては，水底に
産卵巣を作る際の障害物の回避である．水路内の
抽水植物はツチフキが産卵巣を作る際に障害とな

るため，その密度が低い場所を選好する可能性で
ある．他の可能性としては，ツチフキの雄の繁殖
成功との関連性である．一般に，魚類の雄の繁殖
成功を左右する要因は，婚姻色や体サイズなどの
形質，求愛行動の質や頻度，なわばりや産卵巣の
質などである（狩野，1996）．抽水植物が少ない
場所では，雌から発見される頻度が高まり，雄の
繁殖成功が高くなるのかもしれない．あるいは，
抽水植物の有無が本種の産卵巣の質と関係してい
る可能性もある．照度の強さやその日周変化が卵
の孵化に影響を与える魚種も知られており（隆
島，1982；Kokita and Nakazono, 2000），仮に，照
度がツチフキの卵の孵化に影響するならば，高茎
の抽水植物は日射を阻害するため，産卵巣の質を
左右するだろう．また，高茎の抽水植物は水際の
植生，特に，地依存型植物の繁茂を阻害すること
（大澤ほか，2003），本種の稚魚が水際の植生域を
選好すること（Hayashi et al., 2013）を考慮した
時，高茎の植物の有無は本種の仔の生残率を左右
する可能性もある．ツチフキの繁殖戦略に関連す
る知見としては，雄が雌よりも大型で，産卵期の
雄の頭部と胸鰭に追星が見られること（中村，
1969），産卵巣が水底にすり鉢状に掘られ，雄が
卵を保護し，一夫一妻である可能性が高いこと
（塚原，1954）などがあるが，抽水植物との関連
性を議論できる明瞭な知見は今のところない．こ
のように，抽水植物が少ない場所に産卵巣が形成
される理由については様々な可能性が推察される
ため，今後，更なる生態学的な知見を集積する必
要がある．
ツチフキの減少要因　ツチフキは近年，自然分

布域での生息数の減少が著しく，環境省レッドリ
ストでは絶滅危惧 IB類に指定されている（環境
省，2013）．その原因として，圃場整備にともな
う水路のコンクリート護岸改修が挙げられ（環境
省，2010），実際に，九州の有明海沿岸域のクリー
ク地帯で行われた広域的な情報に基づく研究で本
種がコンクリート護岸化に対して負の影響を受け
る可能性が示されている（鬼倉ほか，2007）．ま
た，本研究を実施した牛津川に隣接する農業用水
路でも，コンクリート護岸が施されていない下流
区間に本種が高頻度で出現することが明らかと
なっている（Hayashi et al., 2013）．
本研究で構築されたモデルを使って，流速が 0

および 10cm/sの条件下で，抽水植物がない場合
（0）とある場合（1）について，岸からの距離を
変化させた際の産卵巣の出現予測結果を示す
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（Fig. 3）．止水的で，岸から近い場所がツチフキ
の産卵場として選好される傾向が明瞭である．そ
して，九州北西部の有明海沿岸域の低平地には，
止水的な農業用水路が多く存在している（田中・
百武，2006）．流速や岸からの距離といった条件
でみたとき，この地域にはツチフキの産卵に適し
た水路が数多く存在すると推察される．今回の研
究は，本種の生息が明らかな水路内で，その出現
頻度が高い場所に調査区を設定して実施された．
そのため，コンクリート護岸化された水路を調査
対象としていない．そのため，本研究で特定され
た産卵場の環境条件が近年のツチフキの減少に影
響していない可能性が高いのは当然の結果といえ
るかもしれない．
ただし，著者らは，もうひとつの環境条件の抽

水植物の有無についてはツチフキの減少に関連し
ている可能性を含んでいると考えている．抽水植
物がある場合とない場合を比べたとき，抽水植物
が生えていない場所の方がその選好度が高いこと
が明瞭である（Fig. 3）．かつての有明海沿岸域の
農業用水路では藻刈り，ゴミ上げや掘干しが行わ
れていたが，都市化と近代化にともないその行為
は廃れ，水路の荒廃を招いたことが指摘されてい
る（加藤，1998）．この地域の農業用水路の管理

の現状や水路内の植生の繁茂状況など，その詳細
は定かでないが，こういった水路の管理低下にと
もなう抽水植物の繁茂もツチフキの減少要因にな
りうることを現在あるいは将来起こりうる本種の
存続に対する危機要因のひとつとして認識してお
くべきだろう．
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