
ダンゴウオ Lethotremus awaeは，標準体長
18 mm程度で成熟する小型のダンゴウオ科

魚類である (Ueno, 1970)．熊本県天草，長崎県野
母岬から青森県下北半島までの日本各地，および
東シナ海北部から黄海に至る広範囲から採集記録
があり（Jordan and Snyder, 1902;  朱ほか，1963;

菊地，1970; Ueno，1970; 塩垣・道津，1973; 川
崎・佐々木，1980; Kimura and Suzuki，1980; 片
岡・冨田，1981; 小島，1988; 塩垣，1988; 張ほ
か，1994; 塩垣ほか，2004; 松本，2005），日本周
辺の浅海域に広く分布すると考えられる．しかし，
本種の繁殖に関する知見はUeno (1970) による成
熟雌の卵巣卵の数およびサイズなどに関する若干
の記述に限られ，詳しい生態は不明であった．本

研究では，宮城県南三陸町志津川湾から得られた
繁殖個体をもとに，野外における卵保護習性，産
卵基質，一腹卵数，卵径および産卵頻度など，本
種の繁殖生態の特徴を報告する．

材 料 と 方 法

本研究に用いたダンゴウオ親魚と卵塊は，2006

年6月と2007年5月に宮城県南三陸町志津川湾椿
島周辺 (38°39.2� N, 141°29.2� E: WGS84, Fig. 1) の
水深 7–17 mの岩礁域において，SCUBA潜水に
よって採集された．2006–2007年における調査地
付近水深 5 mの 5–6月の水温は 7–19°Cであった
（通年の水温は5–24°C）．卵保護中の個体について
は，産卵巣の水深と産卵基質の種類を記録した．
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Abstract Reproductive patterns in the lumpsucker fish Lethotremus awae were
investigated by field observations and histological analyses. Males guarded egg
masses in empty shells of the ribbed barnacle Balanus rostratus or in an empty
hole, bored in offshore rocks by the boring bivalve Penitella kamakurensis, at
7–17 mm water depth. The number of egg batches per nest was ranged 1–5, and
the number of eggs per batch was 66–133. Eggs shaped sphere with 1.6 to 1.9 mm
diameter and adhered to each other. Histological observation on ovaries indicated
that females are multiple spawners within a single mating season. The male first
dorsal fin was enlarged and crown-like, being a conspicuous feature of sexual 
dimorphism.
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採集個体と卵塊は実験室に持ち帰り，採集個体に
ついては標準体長 (SL, mm)を計測後，開腹して生
殖腺を観察し性判別を行った (n�8)．卵塊につい
ては，卵色と胚発生ステージの違いから卵塊を識
別し，各卵塊の卵数を計数した (n�14)．また，卵
塊ごとに30個の卵を取り出して卵径 (mm) を計測
した．2006年に採集した雌2個体については，体
重 (BW, g) と生殖腺重量 (GW, g) を計測し，生殖
腺重量指数（GSI値）を下式により求めた．

なお，SLと卵径は0.1 mm，BWとGWは0.01 gの
精度で計測した．摘出した卵巣はブアン氏液で固
定した後，常法に従って7–9 mmのパラフィン切片
を作製し，ヘマトキシレン–エオシンによる二重染
色を施して組織学的観察に供した．
第1背鰭に顕著な雌雄差が見られたため，標本
を10 %中性海水ホルマリンで固定した後，固定標
本の標準体長 (SLf)，第1背鰭長 (LFD, mm) およ
び第1背鰭基底長 (LFDb, mm) を計測し，雌雄間
で比較した (Fig. 2)．計測はノギスとディバイダー
を用いて0.1 mmの精度で行った．なお，本種の第
1背鰭鰭条は皮膚に覆われているため (Ueno,

1970)，LFDは第1背鰭の最も伸長した部位におけ
る背鰭基底部から先端までの長さを計測した．
LFDとLFDbの雌雄間比較は，標本数が寡少なた
め，それぞれの相対長 (%SLf) について，Mann-

WhitneyのU検定を用いて行った．

結　　　　　果

産卵・卵保護習性 水深 7–17 mの岩礁域にお
いて採集した卵保護中の5個体はすべて雄（17.9–

25.0 mm SL，平均値�20.7 mm）であった．産卵
基質として，岩礁表面のミネフジツボBalanus ros-

tratusの遺殻内（4個体）と穿孔性二枚貝のカモメ
ガイPenitella kamakurensisの遺孔内（1個体）が利
用されていた．これらの産卵基質は，狭い入り口
に比して内部が広く，奥行きのある構造であった．
雄は巣内部の入り口付近に吸盤で吸着し，第1背
鰭を大きく広げ内部をふさぐように定位していた
(Fig. 3)．

5個体の卵保護雄のうち4個体は卵色または胚発
生段階の異なる複数の卵塊を保護していた（1–5

卵塊，平均値�2.8卵塊，n�5）．各卵塊の卵数は
66–133個（平均値�標準偏差�102.2�21.0個，
n�14）であった．卵は球形の沈性粘着卵で，卵塊
は不定形の塊状を呈し，基質内部の奥側壁面に付
着して卵同士が強く接着する一方，隙間も多く生
じていた．卵は赤みがかった濃いオレンジ色から
淡いオレンジ色を呈し，発生初期の卵では卵黄内
に10–280 mmの多数の油球が認められた．採集時
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Fig. 1. The sampling and observation site in Shizu-
gawa Bay, Miyagi Prefecture, Japan.

Fig. 2. Lateral view of the first dorsal fin of
Lethotremus awae: (A) male and (B) female. LFD,
length of first dorsal fin; LFDb, length of first dorsal
fin base. Bars�3 mm.



と輸送時にふ化した6卵塊を除く8卵塊の卵径の
平均値は1.6–1.9 mmであった．
雌3個体（20.0–23.0 mm SL，平均値�21.4 mm）
は，いずれも岩盤表面に吸盤で吸着した状態で発

見された．ダンゴウオの卵巣は一対の嚢状器官で，
左右の卵巣は後部の生殖口付近で融合していた．
観察に用いた雌 2個体のGSI値は 20.8%と 35.6%

で，両個体とも卵巣卵は未発達な周辺仁期の卵母
細胞，卵黄蓄積途上の卵母細胞と完熟間近の卵母
細胞から構成されていた (Fig. 4)．さらに，両個体
において産卵経験を示す排卵後濾胞が観察され，
本種が一繁殖期に複数回産卵することが示された．
性的二型 雄の第一背鰭は著しく伸長・拡大し
て王冠型を呈し，雌とは外見上容易に識別でき
た (Fig. 2)．LFDの相対長は，雄が30.5–33.5（平
均値�標準偏差�32.2�1.3, n�5），雌が11.9–17.4

（ 15.1�2.8, n�3）であった．LFDbでは，雄が
32.9–40.9（平均値�標準偏差�35.5�3.2, n�5），
雌が 20.6–26.9（24.4�3.3, n�3）であった．LFD,

LFDbともに，雄が有意に大きい値を示した
（Mann-WhitneyのU検定，P�0.05）．

考　　　　　察

今回の野外観察から，ダンゴウオが雄による見
張り型保護を行うことが初めて確認された．本科
魚類における雄の見張り型保護は，ホテイウオ
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Fig. 3. Egg-guarding Lethotremus awae male in the empty shell of a ribbed barnacle Balanus ros-
tratus. The enlarged first dorsal fin is spread.

Fig. 4. Cross section of an ovary from a
Lethotremus awae female. EF, empty follicles; OM,
nearly mature oocytes; PN, oocytes at the peri-nucleo-
lus stage; YG, oocytes at the yolk globule stage.
Bar�500 mm.



Aptocyclus ventricosus (Schmidt, 1950), Cyclopterus

lumpus (Cox, 1920; Cox and Anderson, 1922;

Zhitenev, 1970; Mochek, 1973; Goulet et al., 1986) お
よびCyclopteropsis macalpini (Parr, 1926) などで知
られ，本科に共通する繁殖様式と考えられる．ま
た，C. lumpusでは，雌が一繁殖期に複数回産卵し
(Andriashev, 1954)，雄が保護する卵塊も複数雌に
よることが報告されている (Zhitenev, 1970)．本種
でも，雄は卵色の異なる複数の卵塊を保護してお
り，複数雌の産卵が同一巣内で行われることが示
唆された．さらに卵巣の組織学的観察から，雌が
一繁殖期に複数回産卵する能力を有することが示
された．本研究では産卵行動の観察は行っていな
いが，以上の結果から，本種の配偶システムは，
雄のなわばり内を複数の雌が産卵に訪れる「なわ
ばり訪問型複婚」（桑村，1996; 竹垣，2003）と
推察された．
ダンゴウオは，ミネフジツボの遺殻とカモメガ
イの遺孔を産卵基質として利用し，雄自身もその
中で卵塊を保護していた (Fig. 3)．本科魚類では，
大型種の C. lumpus［成熟雄の全長は約 30 cm

(Goulet and Green, 1988)］(Zhitenev, 1970; Goulet

and Green, 1988) とホテイウオ［成熟雄の全長は約
30 cm (Kyushin, 1975)］（本間，1957）が岩の隙間
や窪みを産卵基質として利用する一方，比較的小
型のC. macalpini［成熟雄の全長は約 5 cm (Parr,

1926)］とコンペイトウEumicrotremus birulai［標
準体長6 cm程度で成熟 (Ueno, 1970)］では巻貝類
の遺殻内部で卵保護をすることが知られている
（Parr, 1926; 本間，1956）．魚類において卵保護が
施される場合，卵保護行動にかかる主要なコスト
の 1つとして保護親の被食リスクが挙げられる
(Clutton-Brock, 1991; Smith and Wootton, 1995)．
Potts (1984) は，小型魚類が貝類の殻を利用した巣
や穴状の巣など隠ぺい度の高い産卵場所を利用す
ることで，保護親と卵塊が捕食者や物理的撹乱か
ら保護されることを述べている．ダンゴウオが産
卵基質とするミネフジツボの遺殻とカモメガイの
遺孔は，入り口が狭く内部が広い構造であり，巣
内部の隠ぺい度は高いといえる．同海域では，他
にも小型のタウエガジ科魚類ヒゲキタノトサカ
Alectrias cirratusがミネフジツボの遺殻内で卵保護
をすることが知られている（鶴岡ほか，2007）．こ
のような付着生物が創出する構造物は，本種をは
じめとした小型ダンゴウオ科魚類など，小型底性
魚類の繁殖にとって重要な産卵資源であると考え
られる．

ダンゴウオの成熟個体では，第1背鰭の形態に
顕著な性的二型が認められた (Fig. 2)．本科魚類に
おける外部形態の性的二型は，ホテイウオ
(Kobayashi, 1962; Ueno, 1970; Kyushin, 1975), イボ
ダンゴEumicrotremus orbis (Arita, 1969), C. lumps

(Cox, 1920; Cox and Anderson, 1922; Andriashev,

1954; Mochek, 1973; Goulet et al., 1986; Lampart-

Kaluzniacka and Heese, 2000) およびEumicrotremus

spinosus (Byrkjedal et al., 2007) などで詳細な報告
があり，体サイズ，吸盤の大きさと骨質コブ状突
起の数をはじめとした様々な形態の性差が知られ
ている．しかし，これらの種では，第1背鰭が低
いか，または皮膚に埋没している場合が多く，雄
の第1背鰭が伸長するという性的二型の報告はな
い．したがって，ダンゴウオの第1背鰭の性的二
型は，本科における本種の顕著な特徴として位置
づけられる．野外において，本種の卵保護雄は巣
内部の入り口付近で第1背鰭を広げ内部をふさぐ
ように定位していた (Fig. 3)．こうした形態と行動
は，本種雄の卵保護習性に関連した適応である可
能性が考えられ，今後より詳細な調査が求められ
る．
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