
ブルーギルLepomis macrochirusはサンフィッ
シュ科 (Centrarchidae) に属する北アメリカ大

陸中東部原産の淡水魚で，1960年に日本に持ち込
まれた（寺島，1980）．1970–80年代には日本全国
に分布を拡大し，1988年には38都道府県で生息
が確認されている（桐生，1992）．琵琶湖では
1965年に内湖の一つである西の湖で初めて確認さ
れ，1970年代前半に湖内の全域に拡大し（寺島，
1977），1990年代半ば以降，とくに南湖で急激に
増加した（前畑， 1993;  中井， 2002;  岡村，
2002）．本種は，同じく北アメリカ原産の淡水魚
であるオオクチバスMicropterus salmoidesととも
に，各地の在来魚類群集に対して大きな影響をお
よぼしており（東，2002;  竹門ほか，2002），2005

年6月に施行された外来生物法では「特定外来生
物」に指定され，飼育・運搬・輸入などが原則禁
止されている．
ブルーギルは繁殖に際し，雄が産卵床を作り，
卵と仔魚を捕食者から保護する（寺島，1980）．
保護は仔魚が浮上遊泳するまで，5–11日程度継続
する（中村ほか，1971;  中尾ほか，2006）．この
卵・仔魚を保護するという繁殖生態は，各地の水
域で本種が定着，増加した一要因とされてきた
（寺島，1977;  横川，1992）．しかし，原産地であ
る北アメリカの事例では，保護期間中にブルーギ
ルを含むサンフィシュ科魚類やイクタルルス科 (Ic-

taluridae) のbrown bullhead Ameiurus nebulosusなど
により卵・仔魚が捕食され，繁殖に失敗すること

外来魚ブルーギルの卵・仔魚に対する在来巻貝類による
捕食

中尾博行1・川端健人1,3・藤田建太郎1・中井克樹2・沢田裕一1

1〒522–0055 滋賀県彦根市八坂町2500 滋賀県立大学大学院環境科学研究科
2〒525–0001 滋賀県草津市下物町1091 滋賀県立琵琶湖博物館
3現住所：〒569–1133 大阪府高槻市川西町1–26–5 環境機器株式会社

（2006年2月3日受付；2006年8月9日改訂；2006年8月25日受理）

キーワード：ブルーギル，カワニナ類，ヒメタニシ，産卵床，捕食

Hiroyuki Nakao*, Taketo Kawabata, Kentarou Fujita, Katsuki Nakai and Hiroichi
Sawada. 2006. Predation on bluegill (Lepomis macrochirus) broods by native
snails. Japan. J. Ichthyol., 53 (2): 167–173.
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significantly higher in bluegill nests than in their surroundings, indicating deliber-
ate aggregation of the former. Laboratory experiments to assess the degree of pre-
dation on bluegill eggs and larvae by snails showed a significant decrease in egg
and larval numbers when established in aquaria together with Semisulcospira spp.,
and Sinotaia quadrata histrica, respectively. During experimentation, predatory
behavior by snails was also directly observed, indicating that snails aggregating in
bluegill nests probably predate eggs and larvae despite parental care of the latter.
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がある (Gross and MacMillan, 1981)．さらに北アメ
リカでは，魚類の他にタニシ科 (Viviparidae) の巻
貝 Viviparus georgianusや，アメリカザリガニ科
(Cambaridae) のOrconectes virilisにより卵・仔魚が
捕食される (Gross and MacMillan, 1981;  Dorn,

2004)．日本では琵琶湖において，ブルーギルの
産卵床に同種個体のほか，ビワヒガイ S a r -

cocheilichthys variegatus microoculus， オイカワ
Zacco platypus，ヨシノボリ類Rhinogobius spp.など
の在来魚種が現れ，卵・仔魚を捕食するが（中尾
ほか，2006），魚類以外の捕食者に関する知見は
皆無である．初期減耗に影響を与えうる卵・仔魚
期の捕食者に関する知見は，本種の増殖抑制策を
講じる上で不可欠な繁殖生態の把握に重要であ
る．
本研究では，ブルーギルの産卵床内に巻貝類が
高頻度で確認されることに着目し，産卵床の内外
における貝類の生息密度の比較と，産卵床内の巻
貝類に対する保護雄の行動観察を行った．さらに，
これら巻貝類が野外でブルーギルの卵・仔魚を捕
食している可能性について検証することを目的と
して，巻貝類の卵・仔魚に対する捕食実験を行っ
た．

調査場所と方法

野外における貝類の密度調査 野外調査は，琵
琶湖・北湖の北端部に位置する通称「奥出湾」
（滋賀県西浅井町菅浦地先）の南岸の小湾
(136°7.31�E, 35°28.35�N) で行った．調査地の湖底
地形は，湖岸から沖に2–3 mまではテラス状で水
深1 m以浅のゆるやかな傾斜（斜度20°程度）の礫
底で占められていた．その沖は急勾配（斜度45°

程度）の礫斜面が続き，水深4–6 m付近で再びゆ
るやかな勾配（斜度20°程度）の礫底となり，そ
の後，徐々に泥底へと移行していた．水深約6 m

以浅には，ほぼ全域にセンニンモ Potamogeton

maackianusやコカナダモElodea nuttalliiなどからな
る沈水植物群落が発達し，一部には落葉枝の堆積
層も見られた．

2003年の7–8月に，ブルーギルの産卵床が多数
確認された水深1.0–2.0 mの範囲で潜水調査を行っ
た．保護雄が卵・仔魚を保護している産卵床（以
降，「産卵床」と呼ぶ）と，保護雄も卵・仔魚も
存在しない，産卵床の痕跡と考えられる円形のく
ぼみ（以降，「痕跡」と呼ぶ）を対象に，それぞ
れの内部で確認される巻貝類を計数した．産卵床
と痕跡はともにほぼ円形であることから，現場で

直径を計測して面積を計算し，確認された貝類の
数を100 cm2あたりの密度に換算した．2005年7–8

月には，産卵床と，周辺に産卵床や痕跡の無い通
常の湖底（以降，「湖底」と呼ぶ）に生息する巻
貝類と二枚貝類を計数した．産卵床では直径を
計測して面積を計算し，確認された貝類の
数を100 cm2あたりの密度に換算した．湖底では
28.5 cm四方の方形区を設け，方形区内の貝類を
計数し，100 cm2あたりの密度に換算した．確認さ
れた貝類のうち，ヒメタニシ Sinotaia quadrata

histrica（タニシ科）とモノアラガイRadix auricu-

laria japonica（モノアラガイ科）は現地で種を同
定し，個体数を記録した．類似した複数種からな
るカワニナ科の巻貝（以下，「カワニナ類」と呼
ぶ）および主にイシガイ科の二枚貝については現
地では個体数のみを記録し，一部を持ち帰り種を
同定した．カワニナ類の分類や学名については
Watanabe and Nishino (1995) に，それ以外の巻貝類
および二枚貝類の分類や学名については紀平ほか
(2003) に従った．調査結果は，便宜的にカワニナ
類，ヒメタニシ，モノアラガイ，二枚貝類に分類
して解析した．
野外における保護雄の行動観察 密度調査の調
査地において，ブルーギルの保護雄が産卵床内の
巻貝類に対して威嚇行動や排除行動をとるのかど
うか調べることを目的として，行動観察を行った．
保護雄が魚類や巻貝類に対して鰓蓋を広げて接近
する行動を威嚇行動，魚類や巻貝類を追尾する行
動を排除行動とした．2003年の6月に1つの産卵
床で保護雄の行動を60分間デジタルビデオカメラ
により撮影し，得られた映像から保護雄による魚
類と巻貝類への威嚇・排除行動を計数した．行動
の対象となった魚類については種の同定を試みた
が，透視度や水草などの障害物により同定が困難
な例が多かったため，ブルーギルとその他の魚類
に分類した．2004年の6–8月には65産卵床で各5

分間，スノーケリングにより目視観察を行い，保
護雄による魚類と巻貝類への威嚇・排除行動を計
数した．目視観察では行動の記録と同時に魚類の
種同定を行うことが困難であったため，威嚇・排
除行動の対象となった種の同定は行っていない．
捕食実験 ブルーギルの卵・仔魚に対する巻貝
類の捕食を検証するため，2005年8月に室内実験
を行った．ブルーギルの産卵後まもない卵と，孵
化後1日程度経過した前期仔魚を密度調査の調査
地で採集した．前期仔魚は，まだ遊泳することは
なく，体全体を波打たせて時折水底伝いに移動す
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る程度の運動能力しか備えていなかった．巻貝類
は，調査地で個体数が優占するカワニナ類とヒメ
タニシを採集し，実験室に輸送後，2日以上水槽
で馴致させてから実験に用いた．実験中の水温は
空調により，調査地と同程度である26°C前後に維
持した．
実験は，ブルーギルの卵と仔魚それぞれを直径

9 cm，深さ4 cmの円形のプラスティック容器に収
容し，カワニナ類を投入した実験区（カワニナ区），
ヒメタニシを投入した実験区（ヒメタニシ区），巻
貝類を投入しない実験区（対照区）の3区を設け
て実施した．卵はプラスティック容器に50個体ず
つ収容した．カワニナ区およびヒメタニシ区には
それぞれカワニナ類またはヒメタニシを野外にお
ける産卵床内の巻貝類の密度（4.63個体／ 100

cm2）と同程度になるよう，それぞれ3個体ずつ投
入し，24時間放置した．実験中は飼育水の換水を
行わなかった．24時間後，カワニナ類とヒメタニ
シを取り上げ，容器に残った卵を計数し，期間中
に消失した卵数を求めた．なお，卵の死骸が残っ
ていた場合，捕食以外の要因による死亡とみなし
て区別した．実験は，カワニナ区で6回，ヒメタ
ニシ区で8回，対照区で4回行った．仔魚につい
ても同様の手順で，カワニナ区で6回，ヒメタニ
シ区で8回，対照区で5回の実験を行い，消失数
から捕食の程度を評価した．統計解析にあたって
は卵・仔魚それぞれについて，3区の卵または仔魚
消失数に対してKruskal-Wallis testを行い，有意な
差が認められた場合にはMann-Whitney’s U-testに
より各群間の多重比較を行った．多重比較の際に
はBonferroniの不等式に従い，有意水準を 1.7%

(�0.05/3�100) に補正して検定を行った．

結　　　　　果

野外調査で観察された貝類 野外調査で観察さ
れた巻貝類は，カワニナ類5種（タテヒダカワニ
ナ Semisulcospira (Biwamelania) decipiens，ハベカ
ワニナS. (B.) habei，イボカワニナS. (B.) multigra-

nosa，ヤマトカワニナ肋型S. (B.) niponica，チリメ
ンカワニナS. (Semisulcospira) reiniana，ヒメタニ
シ，ナガタニシHeterogen longispira，モノアラガ
イであった．また二枚貝類ではイシガイ科のドブ
ガイAnodonta woodiana，オトコタテボシガイ In-

versiunio reiniana reiniana，タテボシガイUnio dou-

glasiae biwae，ササノハガイ Lanceolaria oxyrhyn-

cha，とシジミ科のセタシジミCorbicula sandaiが
観察された．このうちブルーギルの産卵床内で確

認されたのはカワニナ類とヒメタニシ，モノアラ
ガイ，ドブガイ，タテボシガイ，ササノハガイで
あった．
産卵床と痕跡における巻貝類3種の生息密度

産卵床と痕跡における巻貝類3種（カワニナ類，ヒ
メタニシ，モノアラガイ）合計の100 cm2あたりの
平均生息密度を調べたところ，痕跡 (n�50) よりも
産卵床 (n�26) のほうが有意に高かった (Mann-

Whitney’s U-test, Z��3.41, P�0.001) (Fig. 1)．
産卵床と湖底における主要貝類の生息密度 調
査地における主要貝類であるカワニナ類，ヒメタ
ニシ，モノアラガイ，二枚貝類の平均密度を，産
卵床と対照区である湖底でそれぞれ比較した (Fig.

2)．巻貝類3種の平均生息密度は，どの種におい
ても湖底 (n�6) よりも産卵床 (n�10) のほうが有
意に高かった（カワニナ類，Mann-Whitney’s U-

test, Z��3.26, P�0.001；ヒメタニシ，Z��2.45,

P�0.014；モノアラガイ，Z��2.24, P�0.025）．
一方，二枚貝類の平均密度には産卵床 (n�10) と
湖底 (n�6) との間で差は認められなかった
(Z��1.43, P�0.152)．
巻貝類に対する保護雄の行動 2003年に撮影さ
れた60分間の映像を解析した結果，保護雄による
威嚇・排除行動はブルーギルに対して256回，オ
イカワ，ビワヒガイ，フナ類などその他の魚類に
対して合計80回観察されたが，巻貝類に対しての
行動はまったく観察されなかった．2004年の目視
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Fig. 1. Comparison of snail densities in bluegill
nests and nest traces (unused nest hollows). Vertical
bars represent standard errors. Mann-Whitney’s U-test,
P�0.01.



観察では魚類の記録が困難であったため行動の対
象となった魚種構成は明らかではないものの，主
にブルーギルを中心とした魚類に対して合計400

回の威嚇・排除行動が観察された．一方，保護雄
の巻貝類に対しての行動は一度も観察されなかっ
た．観察中，産卵床上に定位するヒメタニシとカ
ワニナ類が，口吻部を活発に動かす様子が観察さ
れた．
カワニナ類とヒメタニシを用いた卵・仔魚の捕

食実験 室内実験により，カワニナ区，ヒメタニ
シ区，対照区でブルーギルの卵の消失数を比較し

た (Table 1)．カワニナ区，ヒメタニシ区，対照区
の卵の消失数には統計的に有意な差が認められ
(Kruskal-Wallis test, df�2, c2�7.82, P�0.020)，カ
ワニナ区で対照区よりも多くの卵が消失した
(Mann-Whitney’s U-test, Z��2.57, P�0.010)．ヒメ
タニシ区の卵の消失数は対照区を大幅に上回った
ものの，有意な差は認められなかった (Z��2.24,

P�0.025)．カワニナ区とヒメタニシ区の間では有
意な差は認められなかった (Z��0.91, P�0.364)．
カワニナ区，ヒメタニシ区，対照区で，ブルー
ギルの仔魚の消失数を比較した (Table 1)．カワニ
ナ区の3区画において容器の水が濁り巻貝類の活
動が鈍り，仔魚の死亡が頻発したため，解析から
除外した．カワニナ区，ヒメタニシ区，対照区の
仔魚の消失数には統計的に有意な差が認められ
(Kruskal-Wallis test, df�2, c2�6.86, P�0.032)，ヒ
メタニシ区で対照区よりも多くの仔魚が消失した
(Mann-Whitney’s U-test, Z��2.68, P�0.007)．カワ
ニナ区と対照区の間では有意な差は認められな
かった(Z��0.59, P�0.558)．カワニナ区とヒメタ
ニシ区の間では有意な差は認められなかった
(Z��1.04，P�0.301)．なお実験中，カワニナ類
とヒメタニシが口吻部を動かしながらブルーギル
の卵・仔魚を捕食する様子が観察された．

考　　　　　察

室内実験の結果，ブルーギルの卵と仔魚の個体
数は，容器内にカワニナ類とヒメタニシを投入す
ると著しく減少した．カワニナ類とヒメタニシが
口吻部を動かしながらブルーギルの卵・仔魚を捕
食する様子も，直接観察により確認された．これ
らのことから，実験における卵・仔魚の消失の主
因はカワニナ類とヒメタニシによる捕食だと考え
られる．
一方，野外調査では，ブルーギルの産卵床内の
巻貝類の生息密度が，通常の湖底よりも有意に高
かった．この要因として，ブルーギルの卵・仔魚
の存在の他に，くぼんだ形状となっている産卵床
の構造そのものの影響も想定される．しかし本研
究では，卵・仔魚の存在しなくなった産卵床の痕
跡では，巻貝類の生息密度が卵・仔魚の存在する
産卵床よりも有意に低下することが示されている．
また，カワニナ類が産卵床内で増殖し，密度が高
くなった可能性も想定されるが，高見 (1991) によ
ると，本研究の調査地でも多くみられたチリメン
カワニナでは新生貝の大きさは殻高1.0–1.7 mm程
度で，本研究で計数対象としたサイズよりはるか
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Fig. 2. Comparison of snail and bivalve densities in
bluegill nests and on the lake bottom. Vertical bars
represent standard errors. Mann-Whitney’s U-test,
Semisulcospira spp., P�0.01; Sinotaia quadrata
histrica, P�0.05; Radix auricularia japonica, P�
0.05; bivalves, P�0.05.



に小さい．したがって，カワニナ類が産卵床内で
増殖し密度を高めている可能性は低い．以上より，
産卵床のくぼんだ形状自体が巻貝類を誘引したり，
産卵床内部で巻貝類が増殖しているわけではなく，
卵・仔魚の存在が巻貝類の集中と関係していると
考えるのが妥当である．有意差は検出できなかっ
たが，巻貝類の生息密度は産卵床の痕跡 (n�50)

において通常の湖底 (n�6) よりも高い傾向が見ら
れた (Mann-Whitney’s U-test, Z��2.32, P�0.062)．
このことから，これらの生息密度データは，卵・
仔魚のある産卵床に集まった巻貝類が，ブルーギ
ルの保護が終了して餌がなくなり徐々に分散して
いく過程を反映しているのかもしれない．

Gross and MacMillan (1981) は，ブルーギルの原
産地の北アメリカにおいて，ヒメタニシと同じく
タニシ科に属するViviparus georgianusがブルーギ
ルの産卵床に集まることを報告し，その原因をV.

georgianusが卵・仔魚のにおいを感知するためと
している．また，日本産のカワニナ類に関しても，
魚類の死骸など動物性の餌を好むことが知られて
いる（浦部，2000）．今回の野外観察においても，
産卵床の卵・仔魚の上に定位するヒメタニシとカ
ワニナ類が，捕食実験中に観察されたのと同様に
口吻部を活発に動かす様子が観察されたことから，
巻貝類は卵・仔魚を捕食するためにブルーギルの

産卵床に集まったと推測される．
これまで，ブルーギルの卵・仔魚の減耗にかか
わる要因として，主に魚類による捕食が論じられ
てきた（Morgan, 1951;  Dominey, 1983;  横川，
1992;  中尾ら，2006など）．魚類以外の捕食者に
注目した例は非常に少なく，特に日本では皆無で
あるが，ブルーギルの原産地の北アメリカでは若
干の報告がある．Gross and MacMillan (1981) は，
ブルーギルの産卵行動について詳細な野外観察を
行い，V. georgianus（平均殻長 1.9 cm，平均殻幅
1.6 cm）が，産卵後のブルーギルの産卵床に大量
に集まって産卵前の10倍の密度に達したこと，さ
らに巻貝の胃から実際にブルーギルの仔魚が検出
されたことから，このタニシ科巻貝が卵・仔魚の
主要な捕食者のひとつであるとしている．この研
究のV. georgianusの大きさは，琵琶湖の産卵床で
確認されたカワニナ類（同2.19 cm，0.92 cm），ヒ
メタニシ（同1.39 cm，1.09 cm）よりやや大きい．
なお，V. georgianusはオオクチバスの卵を捕食する
という報告もある (Eckblad and Shealy, 1972)．
本研究では，ブルーギルの保護雄が巻貝類に対
して何らかの行動をとる例はまったく観察されな
かった．Gross and MacMillan (1981) の事例でも防
御行動を取ったのは1例だけで，ブルーギルの保
護雄が巻貝類に対して何らかの行動を取ることは
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Table 1. Results of the predation experiment on bluegill eggs and larvae by snails

Number of eggs or larvae after
Stages of Number of experiment (mean�SE)
bluegill

Snail species
replicates

Survived Died Disappeared

Semisulcospira spp.
6

27.33
0

22.67
�4.29 �4.29a

Egg
Sinotaia quadrata histrica

8
31.25

0
18.75

�3.16 �3.16a,b

Control
4

48.50 0.25 1.25
�0.87 �0.25 �0.95b

Semisulcospira spp.
3

32.67 0.67 16.67
�16.34 �0.67 �16.67a,b

Larva
Sinotaia quadrata histrica

8
29.88 0.13 20.00

�8.05 �0.13 �8.00a

Control
5

49.40
0

0.60
�0.60 �0.60b

Among same bluegill developmental stages, means�SE followed by the same letter (a or b) are not significantly dif-
ferent from each other using Mann-Whitney’s U-test (P�0.05), conservatively adjusted with a Bonferroni proce-
dure (P�0.017).



ほとんどないと考えられる．これは，巻貝類の移
動速度がきわめて小さいため，ブルーギルの保護
雄の防衛行動を解発しないためかもしれない．ブ
ルーギルの卵・仔魚の捕食者として重要だと考え
られる魚類に対しては，保護雄は防衛行動をとる
ことにより捕食を低減させている (Bain and Hel-

frich, 1983)．実際，保護雄を取り払った場合，
卵・仔魚は主に他の魚類により1–2日以内にすべ
て捕食される（中尾，未発表）．一方，巻貝類は
ブルーギル保護雄の防衛行動を受けず，多くの個
体が長時間滞在し続けるため，全体として卵・仔
魚の初期減耗に少なからぬ影響を与えている可能
性がある．なお本研究で得られた産卵床内の巻貝
類の生息数と実験下の捕食量，およびブルーギル
の卵・仔魚保護期間（中尾ほか，2006）から試算
すると，保護期間中の1産卵床あたりの巻貝類に
よる卵・仔魚の捕食量は1000個体を上回ると予想
される．本調査地におけるブルーギルの1産卵床
あたりの平均卵数は約20000個であり（中尾，未
発表），巻貝類による捕食量は5%程度であると思
われる．
ブルーギルの原産地である北アメリカで観察さ
れた巻貝類による卵・仔魚の捕食が，侵入先の日
本でも在来種の巻貝類によって確認されたことは
興味深い．特定外来生物に指定されたブルーギル
は，全国各地の水域において生息抑制が喫緊の課
題であり，生残率や繁殖成功を低減させるさまざ
まな要因に関する知見の蓄積はきわめて重要であ
る．今後はこれまで注目されてこなかった魚類以
外の捕食者についても精査し，ブルーギルの初期
減耗と繁殖成功に与える影響を解明することが，
本種の繁殖生態の把握に重要と考えられる．
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