
ツバメコノシロ科魚類は8属41種を含み，温
帯・熱帯の海域から淡水域にかけての多様

な環境に広く分布するグループで，胸鰭下部に遊
離軟条をもつ (Motomura, 2004)．この遊離軟条の
数は 3–16 本で，長さは体長の 15–370% と種に

よってさまざまであり，Polynemus 属（8種を含
む），Parapolynemus 属（1種），Pentanemus属（1

種）の 3属全種，および Polydactylus 属（20種）
中の 1種で，体長よりも長い (Motomura, 2004)．
本科に特徴的な胸鰭の遊離軟条は，索餌などに用
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Abstract The function of pectoral filaments (which are separate rays of the lower
part of pectoral fin, and of which 3 pairs are longer and 11 pairs are shorter than
the body length) of Polynemus multifilis was studied in an aquarium. When P. mul-
tifilis was swimming，the long filaments were spread out in front of and above the
fish and the short filaments were spread downward like a rake being in contact
with the bottom or wall. During 10 minute observations, the contact time of the
short filaments with the bottom or wall (range, 506.8–599.1 sec.), was longer than
that of long filaments (6.8–95.4 sec.). But the contact time of each type of filament
was constant among the three feeding conditions (before feeding, while feeding
and after being satiated). The contact rates (contact frequency of long or short fila-
ments/total contact frequency of any filament) of the short filaments with falling
defrosted prey (mean�SD, 69.3�4.2%) was higher than those of long filaments
(30.7�4.2%). The feeding rates (feeding frequency of the prey/contact frequency
of filaments with prey) of short filaments (95.7�5.3%) were higher than those of
the long filaments (56.4�11.1%). The contact rates of the long filaments with ob-
stacles, which were vinyl pipes placed on the tank bottom and wall, (63.0�10.7%)
were higher than those of the short filaments (37.0�10.7%). The avoidance rates
(avoidance frequency/contact frequency of filaments with obstacles) of the long fil-
aments (55.0�18.9%) were higher than those of the short filaments (28.8�9.5%).
The filaments may have functions to detect prey items, for use to swim along the
bottom or wall and to sense obstacles, and the first and second functions were
mainly the role of the short filaments and the last function was mainly the role of
the long filaments.
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いられる感覚器官とされている（例えば阿部，
1987 など）．しかし，索餌や摂餌行動の報告例は
少なく，短い遊離軟条をもつ海産種のツバメコノ
シロ Polyductylus plebeius（本村ほか，2002），長
い遊離軟条をもつ淡水産種の Polynemus multifilis

および P. kapuasensis (Motomura and Oijen, 2003) の
みである．これら 2 属の遊離軟条の遊泳時の広げ
方や索餌時の用い方は異なるため（本村ほか，
2002;  Motomura and Oijen, 2003），遊離軟条の長
さが違う種ではその機能も異なると予想される．
また，P. multifilis は，体長の 3 倍以上に伸長した
長い遊離軟条と体長より短い遊離軟条を併せも
ち，遊泳時の両者の向きや広げた形状が異なるの
で (Motomura and Oijen, 2003;  Motomura, 2004)，
それぞれの機能も異なる可能性が考えられる．し
かしながら，遊離軟条の長さによる機能の違いに
着目した研究は行われていない．一方，魚類の鬚
状器官は化学的刺激だけでなく，機械的刺激を感
知することが，ナマズ類やヒメジ類の蝕鬚（清原，
2002），タラ科の1種やホウボウ類の腹鰭や胸鰭の
遊離鰭条 (Bardach and Case, 1965) などにおいて知
られている．しかし，本科魚類の胸鰭遊離軟条の
索餌以外の機能は不明である．
筆者らは，水族館飼育下において，Polynemus

multifilis の遊泳行動，摂餌行動，障害物からの回
避行動と，その際の長短各遊離軟条の状態を観察
し，それら遊離軟条の機能について考察したので
報告する．

材 料 と 方 法

飼育 本研究に用いた Polynemus multifilis は，
国内の観賞魚輸入業者より購入し，神戸市立須磨
海浜水族園にて飼育したタイ北東部産の成魚6個
体（全長約11–16 cm，2004年11月および2005年
2月に搬入）および幼魚 2個体である（全長約
5–6 cm，2005年9月搬入，活餌への摂餌行動の観
察にのみ使用）．これらは，全部で14対の遊離軟
条（上から3対は体長より長く，下から11対は短
い）を備えることから，Motomura (2004) により本
種と同定した．各個体は，第1背鰭の鰭膜の切れ
込み，全長と体色の特徴などで識別した．搬入し
た個体は，アクリル製予備水槽 (1,500�600�

600 mm, 0.54 m3)にて薬浴（ニューグリンF，日本
動物薬品製）を実施後，モルタル製展示水槽
（2,000�1,500�1,500 mm, 4.5 m3，前面ガラス，後
面モルタル製擬岩，底面粒径1 mm砂，エアリフ
ト式底面ろ過装置付）で飼育した．飼育水はいず

れの水槽も井戸水を原水としたろ過循環水で，水
面 1箇所より給水し，水温は熱交換器により
26.0–27.0 °Cに調整した．照明には，天窓から入
る間接自然光に加え， 4 0 W の蛍光灯を
8 : 30–18 : 00 の間用いた（展示水槽： 4灯，予備
水槽：2灯）．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．
遊泳姿勢の観察 展示水槽において，日中に遊
泳姿勢を目視および写真撮影により観察し，ス
ケッチした．また，夜間の遊泳状況については，
18 : 00–翌日 9 : 00まで，1時間に 1回，ストロボ
（ガイドナンバー12）付き35 mm 一眼レフカメラ
により水槽内を自動撮影した．次に，給餌・摂餌
条件の違いで遊泳時の遊離軟条の広げ方に変化が
あるのかどうかを調べるため，給餌前（その日最
初の給餌を行う前），摂餌中（その日最初の給餌
による摂餌中），飽食時（その日2回目の給餌以降
で，餌の存在下で 10分間以上摂餌行動が観察さ
れなかった時点）の3状況下において，成魚6個体
について，各10分間観察を行い，長短各遊離軟条
のいずれかを底面または壁面に接触させた時間を，
ストップウォッチで 1/10 秒まで計測した．
摂餌行動の観察 予備水槽に観察個体を単独で
収容し，約 24 時間水槽に慣らすとともに絶食さ
せた後，給餌を行い，長短各遊離軟条が餌に接触
した回数と，そのうち摂餌した回数を目視で数え
た．総接触回数に対する遊離軟条ごとの接触回数
の百分率を「接触率」として，また，遊離軟条ご
との接触回数に対する摂餌回数の百分率を「摂餌
率」として表した．観察個体の向きによって接触
や摂餌がはっきり確認できない場合は計数しな
かった．餌の解凍アルテミア（以下「解凍餌」と
する）は，5–7 gを数回に分けて常に水中に浮遊す
るように水面から落下させた．なお，本種の自然
下での餌は浮遊生物であるため (Motomura and

Oijen, 2003)，水槽底面に餌が沈殿すると摂餌行動
に偏りが生じる可能性がある．そこで，沈殿した
餌に魚が触れられないように，予備水槽の底面か
ら 10 cm の高さに目合い 30 mm のトリカルネット
を敷いた (Fig. 1A)．実験には成魚6個体を用い，1

個体につき各1回ずつ観察を行った．
また，より自然に近い餌料として，浮遊性のチ
チブのふ化仔魚（以下「活餌」とする）を餌とし
て，上記と同様の行動を計数した．入手できた活
餌の数が限られていたため，実験は小型のガラス
製水槽（300�170�230 mm, 11 l，エアーストーン
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1個により通気）にて，幼魚2個体を用い，1個体
につき，1回約150尾を給餌し，1日おきに3回給
餌し，観察した．
回避行動の観察 設置物のない予備水槽に観察
個体を単独で収容し，24 時間水槽に慣らした後，
障害物として塩化ビニールパイプ（外径18 mm）
を，壁面6箇所，底面2箇所 (Fig. 1B) にすばやく
設置するとともに観察を開始し，障害物と長短各
遊離軟条との接触回数と回避行動（遊泳方向を急
激に変える，遊泳速度を急激に上げる）の回数を
計数した．総接触回数に対する遊離軟条ごとの接
触回数の百分率を「接触率」として，また，遊離
軟条ごとの接触回数に対する回避回数の百分率を
「回避率」として表した．観察には成魚6個体を用
い，1個体につき 1回，10分間の観察を行った．
また，障害物への接触回数が50回に満たなかった
場合は20分間まで観察を延長した．
遊離軟条を切除した個体の観察 長いまたは短
い遊離軟条のみの働きを観察するため，成魚2個
体（全長14.9 cm および 12.0 cm）を，FA100 によ
り麻酔し，それぞれ3対の長い遊離軟条または11

対の短い遊離軟条をはさみで切除し，摂餌および
回避行動を上記と同様の方法で観察した．なお，
切除した長い遊離軟条は約 2ヶ月で半数がもとの
約8割の長さに再生した．また，短い遊離軟条は

約1ヶ月後にはほぼもとの状態に戻り，いずれの
個体も以後1年以上生存している．

結 果

遊泳姿勢 観察中の Polynemus multifilis は，常
に底面または壁面に沿って遊泳し続け，静止する
ことはなかった．遊泳中に本種は，胸鰭を水平に，
長い遊離軟条を大きく前方から側方に，短い遊離
軟条を下方から側方にそれぞれ広げる姿勢を維持
した (Fig. 2) ．長い遊離軟条の向きは遊泳状態に
より多少変化したが，相互の間隔は広く，主に上
から 1対目の遊離軟条を前方上方へ，2対目を横
斜め後方へ，3対目を前方斜め横方へ向けて広げ，
それぞれの軟条はその中央付近で湾曲して後方へ
なびいていた (Fig. 2)．長い遊離軟条は，水槽の隅
で前方の壁面などに接触する以外は，ほとんど何
にも接触しなかった．一方，短い遊離軟条は，上
から4対目のものが最も外側にあり，5対目以下順
に顎の下付近まで相互に狭い間隔で熊手状に広が
り，それらの先端は，ほぼ常時底面や壁面に接触
していた (Fig. 2)．壁面上を泳ぐときは，体を側方
に60–90度傾け，腹側を壁面に向け，短い遊離軟
条を壁面に付けて泳いだ (Fig. 2D)．短い遊離軟条
が底面や壁面から離れるのは，水槽の角部を通過
する際に，瞬間的にそれらを離れて泳ぐ時であっ
た．夜間に撮影した写真記録では，日中と同じ姿
勢で底面か壁面付近に位置していた．
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Fig. 2. The swimming form of Polynemus multifilis.
Arrows indicate the filaments longer than body length
and the numerals are ordered from the dorsal side of
body. A, dorsal view; B, lateral view; C, rostral view
on the bottom; D, rostral view on the wall.

Fig. 1. The observation tank for feeding behavior
(A) and for avoidance behavior (B). The unit of length
is mm.



10分間の観察中の遊離軟条の底面や壁面への接
触時間は，給餌前，摂餌中，飽食時のいずれの場
合にも，短い遊離軟条が長い遊離軟条より有意に
長かった（Wilcoxon の符号付順位和検定，すべて
W�21，P�0.05;  Table 1）．また，長短各々の遊
離軟条の接触時間には，給餌前，摂餌中，飽食時
の 3種の給餌・摂餌条件間で有意差はなかった
（Friedman 検定，すべて P�0.05;  Table 1）．
摂餌行動 Polynemus multifilisは，水槽内に餌
が投入されてもすぐに餌に向かって遊泳すること
はなく，餌のない状態と同様に底面や壁面に沿っ
て任意に遊泳し続け，餌が遊離軟条に接触した際
に初めて摂餌した．長い遊離軟条の中央付近に餌
が接触した際は，底面や壁面から離れて餌の位置
まですばやく移動して摂餌した．また，短い遊離
軟条や，長い遊離軟条の基部に餌が接触した際は，
頭部を餌の方向に振って摂餌した．長短の遊離軟
条に同時に餌が触れた場合は，短い方に触れた餌
を捕食した．

遊離軟条と餌が接触した回数は，解凍餌：
80–134回 (n�6)，活餌：60–117回（n�2，各3回）
で，いずれの餌でも長い遊離軟条より短い遊離軟
条への接触率が高かった（各観察回数のWilcoxon

の符号付順位和検定，いずれもW�21，P�0.05;

Fig. 3）．また，観察した摂餌回数は，解凍餌：
69–106回 (n�6)，活餌：46–82回（n�2，各3回）
で，いずれの個体においても長い遊離軟条より短
い遊離軟条に接触した場合の摂餌率は高かった
（各観察回数の c 2検定，c 2�11.6�41.3，すべて
P�0.001;  Fig. 4）．なお，活餌を与えた場合，遊
離軟条に接触した餌の方が逃げることが観察され
た．活餌の摂餌率は解凍餌を与えた場合に比べ，
短い遊離軟条で約 90%，長い遊離軟条では約 60%

と有意に低かった（Mann–WhitneyのU検定，長
い遊離軟条： Z�23, P�0.01，短い遊離軟条：
Z�22，P�0.01;  Fig. 4）．
回避行動 底面や壁面に障害物を設置した場
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Fig. 3. Comparison of the contact rates (contact fre-
quency of long or short filaments/total contact fre-
quency of any filament) between the long and short fil-
aments with prey or obstacles. Values are means and
vertical bars indicate SD. P�0.05, Wilcoxon matched-
pairs signed-rank test.

Fig. 4. Comparison of the feeding rates (feeding fre-
quency of the prey/contact frequency of filaments with
prey) and avoidance rates (avoidance frequency/con-
tact frequency of filaments with obstacles) between the
long and short filaments. Values are means and verti-
cal bars indicate SD. P�0.001, c 2test.

Table 1. Comparison of the contact times (sec.) during the observations between long and short filaments with
the bottom or wall, under three feeding conditions. Values are means�SD (range) (n�6)

Before feeding While feeding After being satiated

Long filaments 56.7±13.0 58.8±29.3 57.3±26.4
(44.8－75.7) (6.8－96.8) (17.4－95.4)

Short filaments 573.7±34.3 589.1±5.1 587.9±10.6
(506.8－599.1) (583.2－594.8) (572.9－598.0)

Between long and short filaments under each feeding condition (P�0.05, Wilcoxon matched-pairs signed-rank
test); among three feeding conditions (P�0.05, Friedman test).



合，前方に広げた1対目または3対目の長い遊離
軟条が最初に障害物に接触することが多く，側後
方に広げた2対目の長い遊離軟条は，ほとんど障
害物に接触しなかった．
遊離軟条と障害物の接触は，75–147回 (n�6) 観
察され，短い軟条より長い軟条への接触率が高
かった（各観察回数の Wilcoxon の符号付順位和
検定，W�21，P�0.05;  Fig. 3）．また，観察した
回避行動は29－ 59回 (n�6) で，いずれの個体に
おいても短い軟条より長い軟条に接触した場合の
回避率が高かった（各観察回数の c 2検定，c 2�

3.3–16.5，すべてP�0.001;  Fig. 4）．
遊離軟条を切除した個体の観察 長い遊離軟条
を切除した場合，短い遊離軟条を通常の姿勢と同
様に底面や壁面に接触させて遊泳した．短い遊離
軟条に接触した餌の摂餌率（88.8%，接触回数98

回），および接触した障害物からの回避率（37.8%，
接触回数 37回）は，切除しない場合の範囲内で
あった．一方，短い遊離軟条を切除した場合，長
い遊離軟条のうちの数本を底面や壁面に接触させ
て遊泳することが多くなり，3日後には左側の1，
2番目の長い遊離軟条の先端が擦り切れ始め，6日
後には，左のすべてと右の3番目の長い遊離軟条
の先端およそ1/2が欠損していた．長い遊離軟条
に接触した餌の摂餌率（71.7%，接触回数53回）
は切除前の範囲より高かったが，回避率（40.0%，
接触回数45回）は切除前の範囲内であった．

考　　　　察

今回の観察でPolynemus multifilisは， Motomura

and Oijen (2003) の観察結果と同様に遊離軟条を常
に広げて遊泳した．その際の各遊離軟条の水槽底
面や壁面への接触時間には有意差があった．すな
わち，長い軟条はほとんど接触せず（観察時間中
の1.1–6.1%），短い軟条はほぼ常時接触していた
(84.5–99.6%) (Table 1)．これらのことから，両者の
機能には何らかの違いがあることが示唆される．
魚類の摂餌行動は，餌を感知する段階から，探
索，口腔内への取り込みと摂取の4つの要素が連
続したものとされる（日高，2001）．遊離軟条が
短いツバメコノシロの摂餌行動はこの段階に従い，
通常は遊離軟条を腹部に密着させて遊泳するが，
餌が水槽に投入された時にこれを広げて索餌し，
摂餌に至る（本村ほか，2002）．一方，本種では，
各遊離軟条の底面や壁面への接触時間には給餌
前，摂餌中，飽食後において有意差がなく (Table

1)，異なる給餌・摂餌条件下でも，常に遊離軟条

を広げた姿勢を保ち遊泳した．このことから，本
種が遊離軟条を広げるのは索餌のためだけではな
いことが示唆される．とくに短い遊離軟条は，遊
泳中ほとんど底面や壁面に接触するので (Table 1)，
地形構造物を感知する役割も担う可能性が高い．
また，短い遊離軟条を切り取ると，長い遊離軟条
の一部が擦り切れるまで底面などに接触させるよ
うになったので，長い遊離軟条にも同様の機能が
あると考えられる．
摂餌行動の観察では，本種は長短両方の遊離軟
条に接触した餌を食べ，いずれかの軟条を切り
取っても残った軟条で同様に感知し，摂餌した．
しかし，遊離軟条と餌の接触率および接触した餌
の摂餌率は，いずれも長い遊離軟条より短い遊離
軟条で有意に高かった (Figs. 3, 4)．したがって，
両遊離軟条ともに索餌機能があるが，おもに短い
遊離軟条が索餌に強く関与することが示唆された．
各遊離軟条の索餌機能の差について，短い軟条
の接触率が長い軟条より高かったことは，短い遊
離軟条のほうが，数が多く狭い間隔で並んでいる
ことによると考えられる (Figs. 2C, D, 3)．また，
短い軟条の摂餌率が高いことは，長い遊離軟条が
口から遠く，体の上方や前方にまで広げられてい
るのに対し，短い遊離軟条は，体の下方に位置し，
口に近いことが関係するのだろう (Figs. 2B–D, 4)．
遊離軟条に触れると逃げる活餌を与えた場合，解
凍餌の場合より摂餌率が有意に低く，とくに長い
遊離軟条での摂餌率が低かったことは，餌を感知
した部位と口との距離や位置関係が，摂餌の成功
に影響する可能性を示唆する (Figs. 2B–D, 4)．と
ころが，Motomura and Oijen (2003) は，小型甲殻
類やプランクトンを餌に用いた観察で，本種が長
い遊離軟条に触れた餌を摂餌すると報告しており，
今回とは結果が異なっていた．この理由として，
用いた餌の種類が違うことで接触率と摂餌率が異
なった可能性が考えられるが，詳細は不明である．
この点を明らかにするためには，餌の大きさ，動
き，分布などと遊離軟条の形状や摂餌行動との関
係を調べる必要があるだろう．一方，索餌に触鬚
を用いるゴンズイやタラの一種，ハマギギの一種，
ヒメジ類などでは，触鬚上の最も餌に接する頻度
が高い部分に味蕾が集中している（Sakata et al.,

2001;  清原，2002;  清原ほか，2003）．本科魚類の
遊離軟条にも味蕾があるので（本村，未発表），
その分布を調べることで，どの遊離軟条のどの部
位が索餌によく用いられるのか，明らかにできる
であろう．
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本科魚類の遊離軟条が障害物などの感知や回避
行動に関係することは，これまでに報告されてい
ない．本観察では，長短両方の遊離軟条が障害物
に触れた際に回避行動をとった (Fig. 4)．また，い
ずれかを切除した場合も，残った遊離軟条で障害
物を感知し，回避行動をとった．このことから，
両遊離軟条が障害物を感知する機能を有すると考
えられる．しかし，障害物への接触率および接触
した際の回避率は，いずれも長い遊離軟条で有意
に高かった (Figs. 3, 4)．したがって，障害物の感
知は，おもに長い遊離軟条の役割であることが示
唆される．
各遊離軟条の障害物の感知機能の差について，
長い遊離軟条と障害物の接触率が短い遊離軟条に
比べ高いことは，長い軟条が進行方向である体の
前方に広げられていることによると考えられる
(Figs. 2A, B, 3)．しかし， 2対目の遊離軟条は，体
の側後方に広げられているので，障害物感知の機
能は説明し難い (Fig. 2A, B)．筆者らは，本実験中
に水槽内の本種を捕獲する際，手網が側後方から
2対目の遊離軟条に触れると，本種がすばやく回
避することを観察した．この遊離軟条は，側後方
からの接近物や捕食者を感知する機能をもつ可能
性がある．
ツバメコノシロ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考えられてい
る (Motomura, 2004)．しかし，これまでに報告さ
れているのは索餌機能だけであった．本研究の結
果は，本種の長短各遊離軟条が，濁水の環境下で
餌，地形，障害物など化学的，および機械的刺激
を感知する機能をもつことを示唆した．
ゴンズイやヒメジ類など触鬚をもつ魚類は，延髄
に複雑に発達した顔面葉をもち，そこには触鬚の
数や長さに対応した触鬚小葉や皺と層状構造を有
している（清原ほか，2003）．また，遊離鰭条を
もつホウボウ類では，それらに対応した脊髄膨隆
が形成されている（伊藤・吉本，1991）．ツバメ
コノシロ科魚類の神経系については未解明である
が，本研究において遊離軟条の長さによる機能の
違いが観察されたことから，本科魚類においても
各遊離軟条に対応した複雑な神経系が発達してい
る可能性が予想される．本科の遊離軟条の機能を
さらに明確にするためには，今後の生理学および
解剖学的研究が待たれる．
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