
ヒ ナモロコAphyocypris chinensisはコイ科に属
する小型の純淡水魚である．本種はこれま

でに広東省（珠江水系）から黒龍江省（黒龍江水
系）にいたる中国大陸東部，朝鮮半島，および九
州北部から記録があり，東アジアに産する純淡水
性のコイ科魚類の中ではきわめて広い自然分布域
を有する（森，1937;  内田，1939;  中村，1969;

Chen，1998;  Kim and Park，2002）．九州北部にお
ける自然分布域は，日本海に流入する多々良川，
那珂川，有明海に流入する嘉瀬川，筑後川，矢部
川水系であり，主に平地の用水路や池沼などで得
られている（今井，1948;  環境庁，1982a，1982b）．

九州北西部における本種の分布は，大陸の諸水系
が過去に九州の諸水系と接続していたことを示唆
するものと考えられていて，生物地理学上重要な
地域集団である（内田，1939;  青柳，1957;  中村，
1969;  中島ほか，2006a）．しかしながら，日本国
内における本種の分布域は極めて縮小しており，
現在のところ筑後川水系の一部にわずかな生息地
が残存するのみである（木村，1997;  環境省，
2003;  久ほか，2007b）．このことから，2007年
に公表された環境省レッドリストでは絶滅危惧 IA

類に指定され，その絶滅が心配されている（環境
省，2007）．
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Abstract The natural growth and habitat selection of the green chub, Aphy-
ocypris chinensis, an endangered species in Japan, was investigated in an agricul-
tural waterway located in northern Kyushu Island, Japan. From April 2007 to
March 2008, green chub were captured by hand net and 5 physical environmental
variables measured (water temperature, water depth, water current velocity, con-
nection to paddy field, and presence or absence of tunnel-like cover) at 10 survey
sites every month. After obtaining an image of the captured fish with a digital
camera, all individuals were released alive at their capture location. The standard
lengths of 823 individuals were later determined from the images. Monthly
changes in the standard length distribution showed that green chub had a life-span
of 1 year, the spawning season occurring from mid-June to August. Multiple linear
regression analysis applied to the 5 environmental variables separately in the irri-
gation (from June to September) and non-irrigation seasons (from October to
May), showed water depth to be most significant in the former and absence of
water movement in the latter. Fish occurrence patterns indicated that temporary
waters were utilized as spawning sites and permanent waters for overwintering.
Accordingly, continued ease of movement between temporary and permanent wa-
ters is essential for future conservation of the species.
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本種についてはこれまでに，増殖法や保全対策
に関する報告は多くあるものの（秋山，1988;  木
村，1997;  前畑，1990;  久ほか，2007a，2007b;

大原・高木，2005;  田中，2008），野外における
生態，生活史に関する記載的な調査事例がほとん
どなく，中村 (1969) や 久ほか (2009) が採集状
況とともに生息環境の概要を報告しているのみで
ある．本種は，水槽での飼育や人為的な種苗生産
がきわめて容易である一方で（秋山，1988;  前畑，
1990;  2001;  久ほか，2007a），近年の詳細な分
布調査にかかわらず絶滅危惧魚類の豊富な水域で
さえ全く生息が確認されない（中島ほか，2006a，
2006b;  鬼倉ほか，2006，2007）．このことから，
本種は生活史と生息場所利用の関係において九州
北部に産する他のコイ科魚類とは異なる特徴を有
している可能性が高い．現在，本種の生息が確認
されている水路周辺では圃場整備に伴う環境改変
が行われつつあり，その保全を目的とした代替生
息環境の整備も進んでいる（ 久ほか，2007b;  田
中，2008）．しかしながら，上述したように本種の
野外での生態・生活史が明らかでない状況では，
効果的な代替生息環境の造成は難しいものと考え
られる．今後，本種の生息環境を保全する上でも，
また，新たに生息場所を造成する上でも，野外で
の生態・生活史に関する知見は必須のものである
といえる．
以上の背景より，本研究では一年間にわたり野
外においてヒナモロコの体長組成や利用環境の変
化を調査したので報告する．

方　　　　　法

調査地の概要 調査は九州北部の筑後川水系巨
瀬川に注ぐ2本の水路で行った (Fig. 1)．本水路は
山地と巨瀬川に挟まれた，約50 km2の細長い平野
部の田畑地帯の中を流れており，水源は山地から
の沢水や湧水で水量は常時少ない．周辺地域（気
象庁福岡県朝倉観測地点）での過去 10年間にお
ける年平均降水量は約 1840 mm，年平均気温は
16.1°Cで，比較的降水量が多く温暖な地域である
（国土交通省気象庁，2009）．水路と河川の接続部
には通常は段差があり，フラップゲートも取り付
けられている．したがって，河川から水路への魚
類の移動は容易ではないものの，ゲートの構造上
増水時には若干の移動が可能である．
調査地点は水路・休耕田上の約 3 m2の区域と
し，標高14–17 m，勾配約1/133の区間に10地点
を設置した (Fig. 1)．このうち，St. 4は休耕田，St.

3は水田と水路，残りの地点は水路である．周辺
域での灌漑期は6月から9月で，この時期には水田
への取水のため人為的に水位が上昇し，特にSt．
1，8，9，10およびSt. 3の水路部では水深 50 cm

以上になる．一方で，10月から翌5月の非灌漑期
には大きく水位が低下し，特にSt. 2と4の全域お
よびSt. 3の水田部は完全に干出する．この3地点
以外の各地点では非灌漑期においても水が枯れる
ことはないが，水量は不安定で時期により2 cm以
下の水深になる部分も多い．ただし，St. 1，10お
よびSt. 3の水路部は非灌漑期においても常に水深
30 cm以上を保っている．すべての地点で，岸部
は主に土と植物から構成されており，St. 1，5，6，
7，8の一部に石組みあるいは木板製の人工護岸が
施されている．底質はすべての地点で大部分が泥
である．
採集と物理環境の計測 2007年4月から2008年

3月にかけて，毎月上旬に調査を行った．各調査
地点において，2名の採集者がタモ網（目合い 2

mm，口径60 cm）を用いて，1地点あたり15分間
採集した．採集した魚類は，薄く水を張った白い
バットに収容して真上から定規とともにデジタル
カメラ (OptioW30，Hoya Co., Tokyo) で撮影し，写
真撮影後に生きたまま採集した地点に放流した．
撮影した画像をもとに，パソコン画面上で1 mmの
単位まで体長の計測を行った．なお，事前に福岡
県久留米市文化財保護課とヒナモロコ協議会に対
して調査計画を説明し，採集許可を得た．
次に，各調査地点において物理環境の調査を
行った．物理環境項目は，水深，水温，流速の有
無，水田との接続の有無，カバーの有無とした．
測定した物理環境項目のうち，水深は調査区間に
おける最深部3地点の平均値とし，水温は調査区
間における最深部の水温とした．流速については，
調査区域において目視でわずかでも流れが確認で
きた場合には有，まったく確認されない場合には
無とした．また，カバーについては，岸部植生域
などはカバーとせず，土管等のドーム状に覆いか
ぶさる構造のみをカバーとし，その有無を記録し
た．
データ解析 各月各地点で得られた体長のデー
タに基づいて，Bhattacharya’s method (Bhattacharya，
1967) によってコホートを区分し，月ごとの体長組
成の変化，推定集団サイズ，年級群の平均体長を
求めた．次に，地点ごとの採集個体数，平均体長
を灌漑期（6–9月）と非灌漑期（10–5月）別に明
らかにし，特に灌漑期における地点ごとの平均体
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長をSteel-Dwass testにより比較した．また，当歳
魚が得られた月において，一時的水域を含む地点
(St. 2，3，4) とそうでない地点 (St. 1，5，6，7，
8，9，10) での平均体長を比較し，小型の個体が
多く出現した地点を調べた．
個体数に影響を与える物理環境要因を調べるた
めに，個体数を目的変数に，物理環境項目（水

深，水温，流速，水田との接続，カバー）を説明
変数として重回帰分析を行った．説明変数のうち
水深と水温については標準化を行い，他の因子に
ついては有無を1，0に変換して用いた．なお，重
回帰分析に先立ち，ステップワイズ法によりAIC

が最小になるようモデル選択を行った．解析は灌
漑期と非灌漑期に分けて行った．以上の結果を踏
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Fig. 1. Map of the study area with sampling station locations.



まえて，繁殖期や成長期，利用する生息環境を推
定した．統計計算にあたっては，コホート区分と
推定集団サイズの解析には FiSAT II (World Fish

Center, Rome) を，多変量解析には SPSS ver.16

(SPSS Inc., Tokyo) およびR ver. 2.8.0 (R Develop-

ment Core Team, 2008) をそれぞれ用いた．

結　　　　　果

一年間の調査を通して合計823個体のヒナモロ
コを採集した．このうち，もっとも小型の個体は

7月にSt. 4で採集した体長9 mmの個体，もっとも
大型の個体は10月にSt. 10で採集した体長62 mm

の個体であった．調査の過程で，ヒナモロコ以外
の魚種として，フナ属 Carassius spp.，タカハヤ
Phoxinus oxycephalus jouyi，イトモロコ Squalidus

gracilis gracilis，ドジョウMisgurnus anguillicauda-

tus，ナマズSilurus asotus，ドンコOdontobutis ob-

scuraが採集された．水温の高い時期には，多くの
ヒナモロコが水面近くを遊泳しており，それらの
個体は人影が近づくと深い場所あるいは岸際の植
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Fig. 2. Monthly changes in standard length distribution of Aphyocypris chinensis.



生域や土管の中などに素早く隠れる様子が観察さ
れた．この時期に採集された個体はバットに収容
すると盛んに飛び跳ね，バットから飛び出す個体
もおり，同時に採集されたフナ類やドジョウなど
と比較してもきわめて元気がよく活発であった．
また，水温の低い時期には，一見してヒナモロコ
が確認できない場合でも，泥中に潜っている個体
を多く採集することができた．
毎月のヒナモロコの体長組成と (Fig. 2)，各月に
おける年級組成，平均体長，推定集団サイズを示
す (Table 1)．当歳魚は7月から採集され，その後9

月には35–40 mmの成魚サイズまで成長し，10月
から6月では体長組成にほとんど変化がなかった
(Fig. 2)．また，Bhattacharya’s method によるコ
ホート区分の結果から，7月と8月以外はすべて1

年級群で構成されていることがわかった (Table 1)．
各調査地点における灌漑期と非灌漑期の物理環
境 (Table 2) および採集された個体数と平均体長を
示す (Table 3)．灌漑期において最も多くの個体数
が得られたのはSt. 3で，つぎにSt. 9であった．一
方，非灌漑期において最も多くの個体数が得られ
たのはSt. 10で，つぎにSt. 1であった．灌漑期に
おける各地点での体長の平均値を相互に比較した
ところ，St. 4で採集された個体の体長はすべての
地点と比較して有意に小さかった (Steel-Dwass

test，P�0.01)．また，当歳魚が多数出現した7月
において，一時的水域を含むSt. 2，3，4で採集さ
れた個体の平均体長 (17.8 mm�4.7 SD, n�97) と，
一時的水域を含まない他の6地点間で採集された

個体の平均体長 (23.7 mm�6.5 SD, n�132) を比較
したところ，一時的水域を含む地点で採集された
個体の平均体長の方が有意に小さかった (Mann-

Whitney U test, P�0.01)．
個体数に影響を与える物理環境要因を解析した
結果，灌漑期では水深の深さが，非灌漑期では流
速の無さがそれぞれ有意に選択された (Table 4)．
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Table 1. Computed average SL (mm) and popula-
tion size of Aphyocypris chinensis for each month

Month
Average SL

Population S.I.
�Mean S.D.

Apr. 32.7�7.2 84.2 n.a
May 35.6�7.2 58.5 n.a
Jun. 34.9�5.6 17.1 n.a
Jul. 21.2�4.5 224.5 n.a

48.5�3.6 6.6 3.49
Aug. 29.8�4.8 62.9 n.a

48.5�3.6 3.4 2.6
Sep. 34.7�4.7 83.2 n.a
Oct. 36.5�3.8 65.4 n.a
Nov. 33.7�7.6 59.7 n.a
Dec. 38.5�4.3 40.1 n.a
Jan. 38.4�4.3 41.8 n.a
Feb. 37.1�5.9 33.6 n.a
Mar. 37.2�4.6 38.1 n.a

Average standard length, population size and separa-
tion index calculated by Bhattacharya’s method.

Table 2. Five physical environmental variables measured at each survey station (see Fig. 1) 
in the irrigation (June to September) and non-irrigation seasons (October to May)

St.
Irrigation season Non-irrigation season

W.T. W.D. C.V. Con. Cov. W.T. W.D. C.V. Con. Cov.

1 26.5�5.6 52.4�5.8 � + + 15.5�6.8 36.3�3.8 � � +
2 26.6�5.7 17.4�5.0 + + � — — — — —
3 26.1�4.6 81.6�4.7 � + + 17.1�6.6 36.3�10.5 � � +
4 30.9�4.9 4.9�1.0 � + � — — — — —
5 26.6�5.0 17.9�1.9 + � � 16.3�6.8 9.8�3.2 + � �
6 26.8�5.2 20.3�2.6 + � � 15.8�6.6 14.2�3.6 + � �
7 26.9�4.9 15.9�1.5 + � � 16.7�7.2 9.1�5.1 + � �
8 26.8�4.3 23�21.2 + � � 17.2�6.5 8.3�10.7 + � �
9 26.6�4.2 51.5�2.5 � + + 16.9�6.7 17.2�8.6 + � +

10 26.2�3.6 54.9�10.1 � + + 16.3�6.4 28.7�5.0 � � +

W. T., average water temperature�SD (°C); W.D., average water depth�SD (cm); C.V., current velocity; Con., con-
nection to paddy field; Cov., tunnel-like cover; +, present; �, absent; —, water absent.



考　　　　　察

寿命と産卵期 ヒナモロコの寿命については飼
育下で 3から 4年と報告されているが（前畑，
2001），野外での寿命についてはこれまで報告がな
い．本調査地では，前年生まれの集団が7月以降
にほとんど消失していることから，年魚としての
生活史サイクルを有していることが明らかである．
ただし，7月以降に産卵後の個体が河川に流下し
ている可能性も考えられるので，本調査結果を
もってただちに本種の野外での寿命が1年と断言
することは出来ない．しかしながら，水田など不
安定な水域で繁殖するスジシマドジョウ小型種群
では，飼育下で数年生きるが野外では繁殖に成功

すると1年で死亡することが指摘されている（斉
藤，2005）．また，ヒナモロコと近縁のカワバタモ
ロコHemigrammocypris rasborellaでは飼育下で5年
以上生きるが（前畑，2001），野外での寿命はほ
ぼ1年であることが報告されている (Onikura et al.,

2009)．これらのことから，野外におけるヒナモロ
コの寿命も基本的には1年である可能性が高い．
野外での本種の産卵期については，中村 (1969)

が7月下旬の1回の調査に基づいて，5月から6月
と推定しているのみである．本調査地での当歳魚
の出現は7月上旬でその平均体長は21.2 mmであ
り，体長20 mm以下の個体は9月以降ほぼ見られ
なくなった．飼育下の知見では，20日から30日で
体長 20 mmを超えることが報告されているので
（中村，1969;  久ほか，2007a），本調査地にお
ける本種の産卵期は6月中旬からはじまり，8月に
は終了するものと予想される．
野外におけるヒナモロコの生活史と生息場所利
用の特徴 今回の調査では，年間を通して調査地
水路全域においてある程度の個体数が採集されて
おり，季節による河川など調査区域外への大規模
な移動は行っていないと考えられる．ただし，5月
から7月と10月から11月には個体数の減少傾向が
あり，大規模な移動は行わないものの，繁殖期前
および越冬期前には若干の移動分散を行うのかも
しれない．この点については今後の詳細な調査が
必要である．
地点ごとにみると，灌漑期と非灌漑期で利用す
る環境には変化がみられる．灌漑期に最も多数の
個体が得られたのは，水田と水路が一帯をなして
接続したような環境であった (Fig. 3A)．特に7月
や8月にはこのような場所で当歳魚が群れをなし
て遊泳している様子を観察しており，中村 (1969)
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Table 3. Average standard length and number of in-
dividuals at each survey station (see Fig. 1) in the 
irrigation (June to September) and non-irrigation 

seasons (October to May)

St.
Irrigation season Non-irrigation season

SL�SD (mm) n SL�SD (mm) n

1 28.1�7.4 49 39.0�4.3 106
2 29.0�10.9 45 — —
3 22.7�8.0 124 38.2�5.1 47
4 12.4�2.9 5 — —
5 32.7�8.3 11 43.1�3.6 14
6 41.4�9.9 15 45.8�5.2 6
7 39 1 0
8 30.1�6.5 28 35.3�10.0 3
9 26.9�8.1 69 30.6�6.6 68

10 26.3�8.1 61 35.6�7.1 171

—, water absent.

Table 4. Regression coefficients of explanatory variables selected by stepwise regression analysis for numbers of
Aphyocypris chinensis captured in the irrigation (June to September) and non-irrigation seasons (October to May)

Variable b SE t P VIF

Irrigation season
Constant 10.46 2.20 4.76 �0.001
Water depth 7.49 2.20 3.41 �0.01 1.00

Model: F1,37�11.62, P�0.01, R2
adj�0.22, n�39

Non-irrigation season
Constant 13.54 1.46 9.28 �0.001
Current velocity �11.29 1.85 �6.12 �0.001 1.00
Water temperature 1.32 0.89 1.47 0.15 1.00

Model: F2,61�19.60, P�0.001, R2
adj�0.37, n�64



による観察例とよく一致する．灌漑期には，個体
数に影響を与える物理環境要因として水深が有意
に選択されたが，調査地周辺ではこの時期に魚食
性の鳥類が多くみられたので，捕食者から一時的
に逃避する場所として，水深のある場所が必要で
あるものと考えられる．
一方，非灌漑期に多数の個体が得られたのは周
年を通して水深があり，トンネル状のカバーを有
する環境であった (Fig. 3B)．非灌漑期では，個体
数に影響を与える物理環境要因として流速の無さ
が有意に選択されたが，水のたまった比較的干上
がりにくい止水環境を生息場所として利用してい
ることを反映しているものと考えられる．非灌漑
期の生息場所について，中村 (1969) はやや深い溜
池で越冬する可能性を示唆している．しかし，今
回の調査では，水深との明瞭な因果関係は見出せ
ず，比較的浅い場所でも泥中に潜って越冬する個
体を多数観察した．このことから，本種は非灌漑
期に水位が低下した場合でも，周辺環境でわずか
に水がたまった場所に入り込み，時には泥中に
潜って越冬することが可能なようである．このよ
うな習性はドジョウでは知られているが（久保田，
1961;  田中，1999），日本産コイ科魚類では例が
ない．ただし，調査を行った水路には非灌漑期に

水深 1 mを超えるような溜池は接続しておらず，
今回観察された越冬時の習性がヒナモロコ本来の
生態的特性であるのかについてはさらなる検討が
必要である．
今回の調査では野外における卵の発見は出来な
かったが，当歳魚の出現時期である7月に一時的
水域を含む3地点で小型の個体が得られたことと，
St. 4で最小個体が複数得られたことなどから，本
種の産卵環境は水田内のような一時的水域であ
り，初期の成長場所として水田と水路が平面的に
接続する環境が重要である可能性が高い．中村
(1969) は福岡市多々良川周辺において，水田と水
路がつながった場所で多数の稚魚・若魚が生息し
ている様子を観察したと報告しており， 久ほか
(2009) は韓国における生息環境の調査結果に基づ
いて，ヒナモロコの生息を限定する要因は水質よ
りも水田と水路の接続といった環境構造が重要で
はないかとの見解を示している．これらの報告も，
本種の繁殖において水田のような一時的水域と水
路が接続した環境構造が重要であることを裏付け
ている．
ヒナモロコの減少要因と保全対策 九州北部で
は，1970年代までは日本海側と有明海側に広く分
布しており，生息地での個体数も多かったことが
報告されている（中村，1969;  今井，1948;  環境
庁，1982a，1982b）．ところが，九州北部には本
州で絶滅が危惧されている淡水魚類が未だ多く生
き残っているにもかかわらず，本種の生息地は急
速に減少し，近年では本調査地周辺以外の水路や
河川から全く採集されていない（中島ほか，2006a，
2006b;  鬼倉ほか，2006，2007）．本結果から，ヒ
ナモロコは通常は水路のような小規模な水域を，
また産卵場所として水田のような一時的水域を必
要としており，全体として不安定な水域に適応し
た生活史を有しているものと考えられる．九州北
部では海の潮位差が大きいことから平野部の河川
感潮域区間が長く，特に有明海に面した地域の平
野部では塩害を防ぐために，水路の水を直接水田
に導入せずに桶や脚踏み水車でくみ上げていたこ
とが知られている（農文教，2006;  渡辺ほか，
1968）．このことから九州北部では，水田と水路
の接続した環境は豊富ではなく，「水田のような一
時的水域とそれに接続する小規模な水路」という
環境構造に依存する淡水魚類の生息場所はもとも
と少なかったものと考えられる．したがって，近
年の圃場整備や都市化に伴う水路のコンクリート
化の影響を受けて，その少ない生息環境が急速に
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Fig. 3. Typical habitats of Aphyocypris chinensis in
the irrigation (A, St. 3) and non-irrigation seasons (B,
St. 1).



失われたことが，ヒナモロコの極端な減少の理由
であろう．ヒナモロコと生活史がきわめて似てい
ると考えられるドジョウが，福岡県や佐賀県では
絶滅危惧種としてリストアップされていることも
同様の理由からであると考えられる（福岡県環境
部自然保護課，2001;  佐賀県希少野生生物検討会，
2001）．
近年，一時的水域と恒久的水域を行き来する生
活史を持つ淡水魚類の多くが減少傾向にあり，そ
のような魚類の保全には一時的水域と恒久的水域
間の移動が容易になるような水路系を維持するこ
とが重要であると言われている（斉藤ほか，1988;

斉藤，1997）．また，アユモドキLeptobotia curta

では水位上昇に伴って一時的水域が出現する時期
や期間の条件がうまくそろわなければ繁殖はおろ
か成熟すらしないことも指摘されており（岩田，
2006），水位の上昇条件が繁殖生態とうまく適合
する必要もある．ヒナモロコの成熟は単純に日長
や水温によって引き起こされるので（前畑，1990;

久ほか，2007a），本種が健全に再生産を行う環
境条件としては，成熟個体が出現する5–6月に水
田などの一時的水域に容易に侵入できるような水
路系が存在すれば十分である．ただし，今回の調
査や中村 (1969) の記載では，水田と水路が平面的
に接続した環境で当歳魚が成長することが明らか
であるので，水路系の構造はそのようなものが望
ましい．また，非灌漑期には積極的に河川などへ
移動する習性もないので，周年完全に水の枯れな
い場所が小規模な水路の中に存在することも必要
である．最近のヒナモロコ生息環境復元事業にお
いて，水路と水田を魚道で接続する設計が行われ
たが（田中，2008），本種の生息環境を効果的に
復元するためには，従来型水田農業システム (Hi-

daka, 2005) に習った用排水兼用型灌漑の再現をま
ず検討すべきであると考えられる．
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