
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，日本に持ち込まれたの
は1960年である．現在，ブルーギルはほぼ日本全
国から確認されている（中井，2002a）．日本の代
表的湖沼である琵琶湖では，1965年に内湖の一つ
である西ノ湖で初めて確認され（寺島，1977），
1990年代半ば以降，特に琵琶湖南湖で爆発的に増
加した（前畑，1993;  中井，2002b;  岡村，2002）．
本種ならびに同じ北米原産の淡水魚であるオオク
チバスMicropterus salmoidesの侵入・激増と時期
を同じくして，在来魚類が減少・消失する事例は

各地で報告されており（東，2002;  竹門ほか，
2002など），琵琶湖においても，在来魚類群集に
対して大きな影響が生じていると考えられている
（中井，2002b）．ブルーギルはオオクチバスととも
に生態系への影響が懸念されるため，琵琶湖をは
じめ各地で個体数を抑制するためのさまざまな事
業が実施されており（岡村，2002;  竹門ほか，
2002），2005年6月に施行された特定外来生物被
害防止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た．
日本に移殖されたブルーギルについては，摂餌
生態を中心にこれまでにいくつかの報告がある一
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Abstract The breeding ecology of bluegill, Lepomis macrochirus, an invasive
alien species in Japan, was studied in the north basin of Lake Biwa in 2002 and
2003. In both years, breeding colonies became established when the water temper-
ature reached at 20°C. In 2002 and 2003, 380 and 192 nests in 55 and 32 colonies,
respectively were found at 7 spawning sites, colonies occurring at 1–3 m depth
along the shore. Although the colony size became smaller as the season advanced,
large-scale colonies comprising 30 or more nests were found in June (early part of
the breeding season). The period of parental care became shorter as the water tem-
perature increased. Breeding success was significantly higher in June than in July
and August, also being slightly higher in nests belonging to larger colonies. Preda-
tion of eggs in nests by other bluegill, Rhinogobius spp. and Tridentiger
brevispinis, was observed, possibly being one of the most important mortality fac-
tors of early stage bluegill in Lake Biwa.
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方（寺島， 1980;  横川， 1986;  Azuma, 1992;

Yonekura et al., 2002など），繁殖生態に関する知見
は限られ，生殖腺の発達に基づく繁殖期の推定や
（横川，1986），飼育環境下での報告がみられる程
度である（中村ほか，1969;  赤崎ほか，1970）．琵
琶湖においては，繁殖時期や繁殖行動についての
報告があるが（寺島，1977;  服部，1997），概略
の記載に留まっている．一方，原産地である北米
では本種の繁殖に関する研究例は比較的多い．そ
れらによると，本種は繁殖に際して産卵床を作り，
卵と仔魚の保護を行う．さらに，産卵床は集合し
てコロニーを形成する (Swingle and Smith, 1943;

Gross, 1982)．コロニーを構成する産卵床の数は，
時 には 400–500に達 する (Swingle and Smith,

1943)．ブルーギルの卵・仔魚は，他のサンフィ
シュ科魚類やイクタルルス科のナマズBrown bull-

head Ameiurus nebulosusなどにより捕食される場合
がある (Gross and MacMillan, 1981)．一方，琵琶湖
では，ブルーギルのコロニーは，大きくても数十
産卵床程度から成るとの報告がある（服部，1997）．
また，日本には本種の卵・仔魚を捕食するような
サンフィッシュ科魚類は同種以外には存在しない
ため，本種の繁殖を取り巻く種内および種間関係
は原産地と大きく異なると予想される．日本の代
表的湖沼である琵琶湖においてブルーギルの繁殖
生態を解明することで，本種の日本への定着およ
び近年の増加の原因を考察するための重要な基礎
的知見を得ることができる．また，琵琶湖はおよ
そ 400万年もの歴史をもつ古代湖で (Kawanabe,

1999)，多くの固有種が生息することから，外来魚
対策が急務である．この点からも，琵琶湖におけ
るブルーギルの繁殖生態を解明することは非常に
重要である．
そこで本研究では潜水による直接観察により，
これまでに十分に明らかにされていない琵琶湖の
ブルーギルの繁殖時期やコロニー形成，あるいは
コロニーあたりの産卵床数，産卵場所などの基礎
的な知見を蓄積するとともに，季節や水温変化に
伴う産卵床保護期間の変化やコロニーサイズと繁
殖成功との関係を明らかにすることを目的とした．
また得られた結果を原産地の知見や他魚種の繁殖
生態と比較し，琵琶湖におけるブルーギルの繁殖
生態の特徴について考察した．

調査場所と方法

琵琶湖・北湖の北端部に位置する通称“奥出
湾”（滋賀県伊香郡西浅井町菅浦地先）の南西端

の小湾 (136°7�31�E, 35°28�35�N) で調査を行った
(Fig. 1)．調査地の湖岸および湖底の底質は，主に
礫や砂礫で構成されていた．湖岸から沖合いに向
かって2–3 mの範囲は水深1 m以浅の，比較的ゆ
るやかな傾斜（斜度20°程度）の礫底が岸に沿っ
て帯状に広がっていた．その沖側には急勾配（斜
度45°程度）の礫斜面が続き，水深4–6 m付近で
再び緩やかな勾配（斜度20°程度）となり徐々に
泥底へと移行していた．また，“谷”状の地形の箇
所には，落葉枝による厚い堆積層が形成されてい
た．湖岸沿いには数カ所，水位上昇時に冠水する
陸生植物や，小規模な抽水植物群落が生育してい
た．水深約 6 m以浅のほぼ全域に，センニンモ
Potamogeton maackianus，フサモMyriophyllum ver-

ticillatum，エビモPotamogeton crispus，コカナダモ
Elodea nuttalliiなどから成る沈水植物群落が発達
していた．
調査は2002年および2003年の5月下旬から9月
上旬にかけて実施した．繁殖の開始期と終了期を
知るため，予測される繁殖期間よりも長く調査期
間を設けた．2002年は1週間に4日程度，合計44

日間調査を行った．2003年は6月1日から9月10

日までの102日間，毎日調査を実施した．調査期
間中の水温は，データロガー付の温度計（Onset

社製Hobo Water Temp Pro H20-001）を用いて計測
した．水深1.2 m以浅にブルーギルの産卵床が多く
作られるという過去の知見 (Swingle and Smith,

1943; Carlander, 1977) から，温度計は調査地内に
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Fig. 1. Location of the study area and colony sites.
A–I indicate colony sites; –––, 1-meter isobaths; ,
submerged macrophytes; �, FW–flooded willows.



ある鉄柱の水深 1mの部分に固定して設置した．
各調査日の水温は日平均水温で表した．
本研究では，保護雄が卵・仔魚を保護している
のが観察された場所を産卵床と定義し，産卵床が
集合した状態をコロニーとした．データ解析に際
しては，単独で存在した産卵床も便宜上コロニー
として扱った．コロニーが形成された場所を産卵
場所（A, B, Cなど）とした．スノーケリングまた
はスクーバ潜水により差し渡し約100 mの小湾内
を岸伝いに巡回し，産卵状況の観察を行った．巡
回中にコロニーを発見した場合，耐水紙に小湾内
でのコロニーの位置を記録し，次いでコロニーを
形成する産卵床の水平位置を記録した．個々の産
卵床を識別するために，産卵床内に通し番号を記
録した識別標識を置き，発見日を耐水紙に記録し
た．基本的には発見日を産卵日とみなしたが，発
見時にすでに卵・仔魚の発生が進んでいた場合，
他の産卵床の卵・仔魚の発生状況から産卵日を逆
算し推定した．発見日以降は卵・仔魚・保護雄の
いずれもがみられなくなるまで，産卵床の観察を
継続した．ブルーギルの仔魚は卵黄吸収を終え自
由遊泳期に達すると産卵床を離れ，保護雄も産卵
床を去る（Gross and MacMillan, 1981など）．そこ
で本研究では，仔魚が卵黄吸収を終え遊泳可能な
状態に達して産卵床内から泳出し，保護雄も確認
できなくなった場合，繁殖成功と判断した．それ
以前の発育段階で卵・仔魚が確認できなくなった
場合は繁殖失敗と判断した．

結　　　　　果

繁殖生態の概要 繁殖期間は2002年は6月4日
（水温19.7°C）から8月19日 (28.7°C) までの77日
間， 2003年は 6月 11日 (19.6°C) から 8月 26日
(26.3°C) までの77日間であった (Table 1)．産卵床

形成数のピークは 2002年が 6月 10日 (19.5°C)，
2003年が6月20日 (21.8°C) で，ともに繁殖期間の
初期であった．2003年に確認された192産卵床の
うち，7産卵床では繁殖の成功・失敗を確認でき
なかった．残りの185産卵床のうち，119産卵床
(64.3%) が繁殖成功と判断された．これら繁殖に
成功した産卵床における平均保護期間（�標準偏
差）は8.3�1.8日であった (Table 1)．2002年は計
380産卵床が認められたが，調査の間隔が空くこ
とが多く，繁殖の成功・失敗を判断できる産卵床
が少なかったため，保護期間と繁殖成功率の正確
な算出はできなかった．
卵または仔魚が確認された産卵床の数の時間的
変化をFig. 2に示す．繁殖の最盛期における産卵
床数は両年ともに約80産卵床であった．2003年は
7月上旬から中旬にかけて産卵床数が著しく減少
した．2003年は全体的に2002年より水温が低い傾
向にあった．特に7月上・中旬の平均水温（�標
準偏差）は 2002年が 24.8�1.2°Cであったが，
2003年では3°C低い21.8�0.8°Cであった．
両年に共通して，調査地内の多くの産卵床で一
斉に産卵が行われる傾向が認められた．繁殖期初
期を例にとると，2002年6月4日，10日，15日，
17日，2003年 6月 11–14日，18–21日，26–27日
に一斉に産卵された (Fig. 2)．これらの例では異な
るコロニーで同時期に産卵が行われた．また同一
コロニー内で産卵日を比較した場合，2003年に確
認された31コロニーのうち，27コロニー (87.1%)

において，1–2日以内にそれぞれのコロニーを構成
する全ての産卵床で産卵が完了した．
産卵場所とコロニー形成数 2002年と2003年に
形成された全 86コロニーのうち，70コロニー
(81.4%) は水深1 m程度の岸近くを中心に形成され
た (Fig. 1)．それらには水深1 m程度の浅い部分に
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Table 1. Reproductive characteristics of bluegill in Lake Biwa

Year 2002 2003

Period of reproduction 4 June–19 Aug. 11 June–22 Aug．
Peak of spawning 10 June 20 June
Water temperature (°C) 19.5–30.2 19.6–27.9
Total number of nests observed 380 192
Number of nests per colony* 6.9�8.7 (1–48) 6.2�7.9 (1–31)
Breeding success (%)** — 64.3
Period of parental care of successful nests (days)* — 8.3�1.8 (5–10)

* Mean�SD (Range). ** Percentage of males defending nests until free-swimming fry period. —, not calculated in
2002.



帯状に形成されるもの（全86コロニーの37.2%），
浅い場所から水深3 m程度まで広がりをもつもの
(15.1%)，水深1.5–2 mの，底泥の露出した裸地に
形成されるもの (14.0%)，水深1–2 mに単独で存在
するもの (29.1%) がみられた．水深1 m程度の浅い
部分に帯状に形成された32のコロニーには，岸の
ヤナギ類の茂みに隣接するものが 17コロニー
(53.1%) 含まれていた．裸地に形成された8つのコ
ロニーの半数が沈水植物群落に隣接していた．
ブルーギルは同一の産卵場所を多数の個体が繰
り返し利用してコロニーを形成することが観察さ
れた．2002年には7ヶ所の産卵場所に，計55のコ
ロニーが形成され，合計380産卵床が確認された
(Table 2)．2003年には，2002年の 5ヶ所を含む
7ヶ所の産卵場所に，計31のコロニーが形成され，
計192産卵床が確認された．2003年のC，F以外
の産卵場所では， 3 – 1 4回（平均�標準偏差
�7.0�3.4回，n�12）にわたり繰り返しコロニー
が形成された．
雄による保護期間 2003年に確認された192の
産卵床のうち，繁殖に成功した119の産卵床の保
護期間と，保護期間中の平均水温の関係をFig. 3

に示す．繁殖期間を通じての平均保護期間は8.3

日であったが，最も長い保護は10日間で，繁殖期
初期の水温20–22°Cの時期に30例がみられた．最
短の保護は5日間で，繁殖期後期の水温27–28°C

の時期に1例がみられた．保護期間は水温の上昇
にともなって短くなる傾向を示した（ピアソンの
積率相関係数，r��0.86, n�119, P�0.01）．
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Fig. 2. Seasonal changes in the number of nests observed in Okude Bay, Lake Biwa, in 2002 and
2003. �, newly-built nests; �, ongoing nests; —, mean water temperature at 1-meter water depth
(°C); �, days not investigated.

Table 2. Cumulative number of nests 
at each colony site

Colony site 2002 2003

A 19 (4) 3 (3)
B 26 (6) 0 (0)
C 61 (12) 1 (1)
D 178 (14) 83 (9)
E 0 (0) 29 (5)
F 0 (0) 1 (1)
G 16 (8) 0 (0)
H 38 (4) 29 (4)
I 42 (7) 46 (8)

Total 380 (55) 192 (31)

Number of colonies observed in parentheses. See Fig.
1 for colony site abbreviations.



コロニーサイズの変化 2002年のコロニーサイ
ズ（コロニーを構成する産卵床の数）は 1–48

(n�55) 産卵床であり，平均（�標準偏差）は
6.9�8.7産卵床であった (Table 1)．2003年は1–31

(n�31) 産卵床で，平均 6.2�7.9産卵床であった．
両年とも30産卵床を越える大きなコロニーは，繁
殖期初期である6月から7月初めにかけて形成され
た．コロニー形成日（そのコロニーで新規産卵床
が最も多く発見された日）とコロニーサイズの間
には，両年とも有意な負の相関が認められ，繁殖
時期の進行とともにコロニーサイズが小型化する
傾向がみられた（ピアソンの積率相関係数，2002

年，r��0.55, n�55, P�0.01; 2003年，r��0.52,

n�31, P�0.01; Fig. 4）．
時期およびコロニーサイズによる繁殖成功率の

変化 先に述べたとおり，2003年の繁殖成功率は
全体で64.3%（119/185産卵床）であったが，産卵
が行なわれた月別にみると，6月の繁殖成功率は
74.5%（79/107産卵床）であったのに対し，7月は
47.2%（17/36産卵床），8月は53.5%（23/42産卵
床）と，月間で差が認められ（ c 2検定， c 2�

12.28, P�0.01），6月は7月，8月に比べて有意に
繁殖成功率が高かった（ c 2検定， 6月と 7月，
c 2�9.15, P�0.01; 6月と8月，c 2�6.27, P�0.05; 7

月と8月，c 2�0.31, P�0.05，それぞれBonferroni

法により有意水準を補正；Fig. 5）．
各産卵床の繁殖成功・失敗 (1/0) を目的変数

(P)，コロニーの規模 (X) を説明変数として，単ロ
ジスティック回帰分析を行った結果，P�1/[1	

exp{�(0.083�0.045 ·X )}] という有意な回帰式が得
られた（オッズ比，0.956; 95%信頼区間，0.928–

0.985）．コロニー規模の係数（�標準誤差）は
�0.045�0.015で有意で（Wald統計量�8.613,

P�0.003），コロニーの規模が繁殖成功に影響して
いることが示された．

考　　　　　察

繁殖期 原産地である北米における本種の産卵
時期は，5–8月 (Morgan, 1951; Snow et al., 1960) や
6–9月 (Lane, 1954) などと多数の報告がある．日本
では飼育条件下で5–9月（中村ほか，1969），生
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Fig. 3. Relationship between mean water tempera-
ture and period of parental care in 2003. Small circles,
single plot; medium circles, 2–10 overlapping plots;
large circles, 11–20 overlapping plots. r��0.86，
n�119, P�0.01.

Fig. 4. Seasonal changes in colony size in 2002 and
2003. Solid circles, 2002, r��0.55, n�55, P�0.01;
open circles, 2003, r��0.52, n�31, P�0.01.

Fig. 5. Monthly changes in breeding success in
2003. �, successful nests; �, unsuccessful nests. Nu-
merals on each bar indicate number of nests observed.
Bonferroni-adjusted c 2-test, June vs. July, P�0.01;
June vs. August, P�0.05; July vs. August, P�0.05.



殖腺指数の変化をもとに推定された香川県の溜め
池の事例では6月上旬から7月上旬（横川，1986），
琵琶湖南湖では6–7月（寺島，1977）などの報告
がある．また，水温が20°Cを超えると産卵が開始
されると言われている（Morgan, 1951;  中村ほか，
1969;  赤崎ほか，1970;  林，1974）．本研究で確認
された琵琶湖・北湖の北部におけるブルーギルの
産卵開始期は従来の知見とおおむね一致し，水温
が 20°Cに達する 6月上旬（2002年）または中旬
（2003年）であった．一方，産卵終了期は寺島

(1977) による琵琶湖南湖の知見よりやや遅い8月
下旬であった．

2003年の7月上・中旬には産卵床数が著しく減
少した．調査地に最も近い地域気象観測システム
（アメダス）の観測所である「今津」のデータで
は，2003年 7月の降水量は 371 mmで，2002年 7

月の173 mmや，1979年から2000年の平年値であ
る191 mmと比較して，非常に多かった（気象庁，
2003）．このことから，多雨によって湖底から湧水
が生じ，湖底付近の水温が低下して産卵床形成が
一時的に抑制された可能性がある．しかし，本研
究における温度計の設置地点は湖底ではなかった
ため，そのような水温変動の傾向は検出できな
かった．
水温上昇に伴う保護期間の短縮 ブルーギルが
保護を行うのは仔魚が浮上するまでで（中村ほか，
1969; Morgan, 1951; Gross and MacMillan, 1981;

Gross, 1982），その期間は4–9日（中村ほか，1971），
あるいは7日 (Gross and MacMillan, 1981) などとさ
れている．本研究で確認された，繁殖に成功した
産卵床における保護期間は5–10日間で，従来の知
見より保護期間に幅がみられた．また，水温上昇
に伴う保護期間の短縮が示された．中村ほか
(1971) によると，孵化後，仔魚が浮上するまでの
時間は 18.5°Cで 138時間， 24.5°Cで 90時間，
28.5°Cで64時間と，水温の上昇とともに短縮され
る．本研究でも，繁殖期初期には後期仔魚期まで
成長するのに10日程度かかっていたが，繁殖期後
期では4–5日にまで短縮される様子が観察された．
以上のことから，今回観察された保護期間の短縮
は，水温上昇にともなって卵・仔魚の成長が早ま
り，浮上までの期間が短くなったためと推察され
る．
繁殖期初期は保護期間が長いため，後期と比較
してより多くの繁殖努力が必要となる．にもかか
わらず，産卵の最盛期は初期であった．Shoup and

Wahl (2003) によると，初期に産まれ，最初の冬ま

でにより大きく成長したブルーギルの0歳魚は，後
期に産まれてより小さな個体よりも冬期の生存率
が高い．つまりブルーギルにとって早期に産卵す
ることは，子の生存率を通じて個体の適応度を高
める上で有利にはたらくと考えられる．このため，
繁殖期初期に産卵の最盛期を迎えるのかもしれな
い．
繁殖成功 多くのコロニーで，1–2日間に集中
して産卵が行われる傾向が確認された．このよう
な同時性 (synchrony) については，原産地である北
米のブルーギルにおいても観察され，その意義が
考察されている．北米ではブルーギルや同属の
Pumpkinseed Lepomis gibbosus，あるいは両種の交
雑個体，ナマズ目のBrown bullheadやYellow bull-

head Ameiurus natalisなどがブルーギルの卵・仔魚
を捕食し，特に2種のナマズ類はしばしば産卵床
内の卵・仔魚を全て食べてしまうことが報告され
ている (Gross and MacMillan, 1981)．これに対し，
ブルーギルのコロニー内での産卵の同時性は捕食
者に対する防御効果，あるいは捕食の際の希釈効
果を増大させ，またコロニー間での同時性は繁殖
に参加する個体が増加することで，捕食者となり
うる同種個体の数を減少させる効果がある (Gross

and MacMillan, 1981)．またトゲウオ科のイトヨ
Gasterosteus aculeatus種群の陸封集団であるハリ
ヨG. microcephalusでは，繁殖を同時的に行った雄
は互いに安定した個体間関係を築き，同時的に行
わなかった他の雄よりも高い繁殖成功率を示すこ
とが報告されている (Mori, 1993, 1998)．琵琶湖北
湖ではヨシノボリ類Rhinogobius spp.がブルーギル
の卵を捕食しているとの報告があり（服部，1997），
本調査地でもヨシノボリ類，ヌマチチブ Tri -

dentiger brevispinis，ビワヒガイ Sarcocheilichthys

variegates microoculus，オイカワ Zacco platypus，
そしてブルーギルによる捕食がみられたが，中で
もブルーギルによる捕食が最も多く観察された
（中尾，未発表データ）．捕食者の種構成は原産地
と大きく異なるものの，琵琶湖のブルーギルの保
護雄も北米のブルーギルやハリヨの場合と同様，
同時的な産卵によって捕食者に対抗したり，安定
した個体間関係を構築することで，繁殖成功率を
高めていると考えられる．
本研究において，繁殖期初期である6月に形成

された産卵床では，7，8月の産卵床より繁殖成功
率が高い傾向があった．また，ロジスティック回
帰分析の結果から，コロニーが大規模であるほど
繁殖に成功しやすいという結果が得られた．この
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繁殖成功率の変化が，季節に伴う環境条件の変化
によるものか，あるいはコロニー規模に起因する
ものかは明確に分けることはできないが，以下の
ように，後者のコロニー規模に関係する生態的機
能による可能性がある．原産地である北米のブ
ルーギルでは，上述のように，コロニーに属し，
他個体と同時期に保護している産卵床のほうが，
単独の産卵床よりも捕食者の攻撃を受ける頻度が
減少し，特にコロニー中央部の産卵床では周辺部
に産卵床を形成した雄の保護行動により，一層捕
食者の影響が少なくなることが指摘されている
(Gross and MacMillan, 1981)．本調査地においても，
コロニー外縁部に位置する産卵床の保護雄のほう
が，中央部の保護雄よりも，単位時間当たりの捕
食者に対する追い払い行動の頻度が高かった（中
尾，未発表データ）．このように，コロニー外縁部
の雄の保護行動により捕食者の影響が低減され，
特に中央部の産卵床の繁殖成功率が高まった結
果，大規模コロニー全体としての繁殖成功率が高
くなった可能性がある．繁殖期初期における繁殖
は，孵化までの高い繁殖成功とともに，前述のと
おり，子の翌年までの生残率も高めるため (Shoup

and Wahl, 2003)，ブルーギルの各個体にとってよ
り適応的であると考えられる．
従来，日本の水域にブルーギルが定着できた一
要因として，繁殖に際し卵・仔魚の保護を行う点
が指摘されてきた（寺島，1977;  横川，1992）．本
研究の結果から，さらに，本種がコロニーを形成
するという繁殖生態をもつことにより，在来種あ
るいは同種からの卵・仔魚の捕食が軽減され，そ
の結果，繁殖成功率がより高められていることが
示唆された．このような繁殖様式が，琵琶湖をは
じめとする日本各地の水域で本種が爆発的に増加
した一要因と考えられる．
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