
トゲウオ科イトヨ属のイトヨ（Gasterosteus 

aculeatus）は，北半球の亜寒帯域に広く分
布し，遡河回遊性と淡水性の2つの生活史に大別
される小型の冷水性淡水魚である（Wootton, 1984）．
本邦産のイトヨには，日本海型と太平洋型という
遺伝的に分化した2型が存在し，両者の間には生
殖的隔離が存在する（Higuchi and Goto, 1996；
Kitano et al., 2007b）．既報によると，イトヨ2型間
に働く生殖的隔離には，繁殖場所の分割利用
（Kume et al., 2005），体サイズや求愛行動に基づく
同類交配および雑種不稔（Kitano et al., 2007b）が
重要であることが示されている．しかしながら，
両者の繁殖期については，単独生息地における記
載はあるものの（Mori, 1987;  森，1991;  久米・北

村，2003），両型の混生地での報告は樋口（1996）
とKume et al.（2005）の事例のみである．Kume 

et al.（2005）では，イトヨ2型が生息する北海道
東部の別寒辺牛川水系において，雄の婚姻色およ
び雌の成熟状態の経時的変化から繁殖期の推定を
試みている．しかしながら，太平洋型は遡上期を
通じて採集されたが，日本海型は一時期のみしか
採集できなかったため，後者のそれは推定されて
いない．そこで本研究では，一繁殖シーズンにお
ける繁殖形質（生殖腺重量比，腎臓重量比，雄の
婚姻色および雌の成熟度）の経時的変化から，イ
トヨ2型の繁殖期の推定を試み，両者間における
時間的隔離の有無と程度を検討した．
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Abstract Breeding seasons in the anadromous Japan Sea (JS) and Pacific Ocean
(PO) populations of threespine stickleback Gasterosteus aculeatus were estimated
from seasonal changes in gonad somatic indices (GSI), kidney somatic indices
(KSI), male nuptial coloration and female maturity. Seasonal changes in reproduc-
tive traits, except for male GSI, showed similar tendencies in each form. Mature
females and PO males became apparent in May, increasing in numbers as the
breeding season progressed until mid June, thereafter gradually decreasing and
disappearing in July. Mature JS adults also became apparent in May, increasing in
numbers as the breeding season progressed until mid June. The present and previ-
ous investigations both indicated that breeding season did not function to tempo-
rally isolate the two forms from each other.
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材料および方法

調査は，北海道釧路支庁厚岸町の別寒辺牛川水
系において行われた（詳細はKume et al., 2005参
照）．本研究では，イトヨ2型の遡河回遊性個体を
対象とした．日本海型は別寒辺牛川河口に位置す
る厚岸湖神岩（北緯 43°4�, 東経 144°52�）で2003

年5月15日，6月12日，6月26日に地引網を各調
査日に一回引くことにより採集し，太平洋型は
2003年5月8日，17日，23日，31日，6月12日，
20日，28日，7月7日，13日，8月5日に同川支
流の大別川（北緯 43°5�, 東経 144°51�，流程約 10

km，川幅約20 m）で小型定置網を一日設置する
ことにより，採集した．また，生殖腺重量比と腎
臓重量比の測定には，5月14日に厚岸湖西部のシ
ラウオ（Salangichthys microdon）定置網（海水域）
で混獲された両型の産卵遡上個体も用いた．なお，
本水系では，4–5月にイトヨ2型の産卵遡上が確認
されること（Kume et al., 2005）と秋季から冬季に
は採集されないこと（久米，未発表）から，秋季
から冬季には繁殖を行っていないと判断し，本研
究の調査期間を5–8月とした．また，厚岸湖神岩
は日本海型の主な繁殖場所であり，本研究では日
本海型のみが採集された．一方，大別川では両型
が採集されたが，日本海型の採集個体数が著しく
少なかったため〔2.8�4.2個体（平均�標準偏差），
範囲0–13個体〕，大別川で採集された日本海型を
本研究の解析対象から除いた．採集されたイトヨ
は，その外部形態の特徴に基づいて，型（日本海
型と太平洋型）および雌雄の判別を行った
（Higuchi and Goto, 1996; Kitano et al., 2007a）．北
海道東部の河川に生息する太平洋型には，河川残
留性個体と遡河回遊性個体が共存する河川も存在
し（Mori, 1990; Kitamura et al., 2006），標準体長
70 mm未満は前者，70 mm以上は後者であること
が示されている（Mori, 1990）．本研究で用いた太
平洋型では，標準体長が雌で85.2�3.4 mm（平均
�標準偏差），雄で79.4�2.3 mmであり，遡河回
遊性個体であることが確認された．なお，日本海
型の標準体長は，雌で68.0�3.7 mm，雄で64.0�

4.7 mmであった．
イトヨの雄は，繁殖期になると赤色と青色の婚
姻色を呈し，繁殖期が進むにつれて婚姻色の色彩
が変化する（Mori, 1993; Kume et al., 2005）．そこ
で繁殖期を推定するために，採集された雄個体を
婚姻色に基づいて，4つのグレード（A, B, C, D）
に分類した（Kume et al., 2005参照）．すなわち，

グレードAは体表の側部が青く，腹部が赤くなり，
繁殖活性がもっとも高い個体であり，B, C, Dと順
に繁殖活性が低い個体となる．雌については卵の
状態（Mori, 1987）に基づいて，3つのグレード
（1, 2, 3）に分類した（Kume et al., 2005参照）．す
なわち，グレード1は腹部が膨れている排卵した個
体であり，2, 3と順に卵の成熟度合いが低い個体
となる．これらの基準に従って採集個体すべての
成熟状態を記録するとともに，5月15日以降につ
いては約2週間ごとに，各型約30個体を10%ホル
マリン溶液で固定し，残りの個体は直ちに放流し
た．固定サンプルは，標準体長（ S L：精度
0.05 mm）と体重（BW：精度0.01 g）を測定後に
解剖し，生殖腺と腎臓を摘出し，生殖腺重量
（GW：精度0.01 g）と腎臓重量（KW：精度0.01

g）を測定した．一般に，生殖腺重量比（GSI）は
生殖腺へのエネルギー投資の指標として用いられ，
繁殖期に増加する（Wootton, 1998）．そこで，雌
雄のGSI［GSI（%）�（GW�100）/（BW�GW）］
を算出した（Wootton, 1998）．またイトヨの雄で
は，繁殖期になると巣材を接着して固定する粘液
物質を分泌する腎臓が肥大することから（Woot-

ton, 1984），腎臓重量比（KSI）は成熟とともに増
加し，繁殖を終えて保護期に入ると減少する
（Páll et al., 2005）．そのため，KSIはイトヨの雄に
おける成熟の指標として有効であると考えられる
（森　誠一氏，私信）．そこで，雄についてはKSI

［KSI （%）�（KW�100）/（BW�GW）］を算出し
た（Pall et al., 2005）．

GSIとKSIの平均値の違いについては，クラスカ
ル –ウォリス検定により有意差検定を行った後，
採集日間でシェッフェの多重比較検定を行った．
これらの検定には，StatView ver. 5.0を用いた．

結　　　　　果

厚岸湖神岩では，日本海型の雄については，6

月26日にグレードAが4個体，6月12日と26日に
グレードBが各1個体採集された．雌については，
グレード1の個体は採集されなかったものの，グ
レード2の個体が6月12日に3個体，6月26日に
10個体採集された（Fig. 1）．6月26日以降，繁殖
を終えたグレード D の日本海型雄 3 3 個体
〔5.1�4.2個体（平均�標準偏差），範囲1–12個体〕
が採集された．一方，大別川の太平洋型では，5

月23日から7月23日の間にグレードAの雄36個
体（8.3�4.6個体，範囲5–15個体），6月20日か
ら7月23日の間にグレード1の雌4個体（6月20日
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と28日：各1個体，7月13日：1個体）が採集さ
れた（Fig. 1）．太平洋型雄のグレードAは，季節
が進むにつれて数が多くなり，6月28日以降には
グレードDが採集されはじめ，8月5日にはグレー
ドDのみが採集された．各調査時には，雄1–38個
体，雌1–44個体が常に採集されたが，8月5日を
最後に全く採集されなかった．

GSIの季節的変化を見ると，日本海型では，5

月 15日から 6月 26日に 0.2%以上の雄が 27個体，
10%以上の雌が 27個体採集された（Fig. 2）．一
方，太平洋型では，5月23日から8月5日に0.2%

以上の雄が49個体，10%以上の雌が45個体採集
された（Fig. 2）．日本海型の雌のGSIは， 5月14

日に海域で採集されたものでは低い値を示したが，
6月12日にかけて有意に増加し，6月26日まで高
い値を維持した（Fig. 2）．太平洋型の雌でも，5

月14日に海域で採集されたものでは最低値を示し
たが，6月12日にかけて有意に増加し，その後8

月5日にかけて緩やかに減少した（Fig. 2）．一方，
日本海型の雄のGSIは，5月14日から6月26日に
かけて減少し，太平洋型の雄では，5月14日と6

月28日にかけて減少し，その後8月5日まで低い

値で推移した（Fig. 2）．また，雄について5月14

日に採集された遡上個体と5月に繁殖場所で採集
された個体間のGSIを比較すると，両型ともに違
いは認められなかった（日本海型P�0.7014，太平
洋型P�0.9938; Fig. 2）．

KSIの季節的変化について見ると，日本海型で
は 5月 15日から 6月 26日に 3%以上の雄 8個体が
採集された（Fig. 3）．一方，太平洋型では，5月
23日から8月5日に3%以上の雄52個体が採集さ
れた（Fig. 3）．日本海型雄のKSIは，5月 14日に
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Fig. 1. Seasonal changes in male nuptial coloration
and female maturity of two forms of Gasterosteus 
aculeatus collected from the Bekanbeushi River system,
eastern Hokkaido, Japan in 2003. The Japan Sea (JS)
and Pacific Ocean (PO) forms were collected in 
Kamuiwa of Lake Akkeshi and the Ohbetsu River, 
respectively. Male nuptial coloration of JS form (a)
and PO form (b); female maturity of JS form (c) and
PO form (d). Numbers above bars indicate numbers of
fish collected.

Fig. 2. Seasonal changes in gonad somatic indices
(GSI) of the Japan Sea (JS) and Pacific Ocean (PO)
forms of Gasterosteus aculeatus collected from the
Bekanbeushi River, eastern Hokkaido, Japan in 2003.
The JS and PO forms were collected from Kamuiwa of
Lake Akkeshi and the Ohbetsu River, respectively.
Both forms were collected from Lake Akkeshi on 14
May using a stationary set-net. Same letters indicate
non-significant differences following Scheffe’s multi-
ple comparison test.

Fig. 3. Seasonal changes in kidney somatic indices
(KSI) of the Japan Sea (JS) and Pacific Ocean (PO)
forms of Gasterosteus aculeatus collected from the
Bekanbeushi River, eastern Hokkaido, Japan in 2003.
The JS and PO forms were collected from Kamuiwa of
Lake Akkeshi and the Ohbetsu River, respectively.
Both forms were collected from Lake Akkeshi on 14
May using a stationary set-net. Same letters indicate
non-significant differences following Scheffe’s multi-
ple comparison test.



海域で採集されたものより5月15日に河口で採集
されたもののほうが有意に高く，6月12日まで高
い値を維持した後，6月 26日にかけて減少した
（Fig. 3）．太平洋型の雄では，5月14日に海域で採
集されたものは低い値を示したが，その後8月5日
まで高い値を維持した（Fig. 3）．
以上の結果から，太平洋型の繁殖期は6月中旬

をピークに5月初旬から7月下旬の約2カ月半であ
り，日本海型のそれは5月下旬に開始すると推定
された．

考　　　　　察

本研究では，雌の成熟度とGSIおよび雄の婚姻
色とKSIの経時的変化から，イトヨの日本海型お
よび太平洋型の繁殖期を推定した．いずれの指標
もこれまで報告されているイトヨの繁殖期をよく
反映しており，その推定には有効であると考えら
れた（Mori, 1987, 1993; Páll et al., 2005）．ただし，
雄の婚姻色については，取り扱いに注意が必要で
あると考えられる．イトヨの雄における婚姻色の
色彩は，生息環境，雄の営巣段階や生理的コン
ディションなどによって変化し（Mori, 1993; Can-

dolin, 1999），繁殖期後期に生理的コンディション
が極めて悪い個体は，鮮やかな婚姻色を呈するこ
とによって，雌を欺き繁殖成功を高めようとする
（Candolin, 1999）．したがって，イトヨの繁殖期を
推定する際には，雄の婚姻色から大まかな繁殖期
の推定は可能であるが，複数の指標を用いて総合
的に判断することが肝要であると考えられる．
一方，両型における雄の平均GSIは，遡上個体
と5月に繁殖場所で採集された個体では差がなく，
その後，季節の経過とともに減少した．同様にオ
ランダのイトヨ個体群でも雄のGSIは冬季には約
0.9%であったのが，繁殖初期における雄のGSIは
約0.6%となり，さらに繁殖期が進むにつれて減少
し，繁殖後期には約0.35%まで減少することが報
告されている（Baggerman, 1957）．したがって，
イトヨにおいて，雄のGSIは繁殖期の推定に用い
る指標としては適さないと考えられた．
別寒辺牛川における太平洋型の繁殖期は，6月
中旬をピークに5月上旬から7月下旬の約3カ月で
あると推定された．既報によると，太平洋型の繁
殖期は，調査地点から約20 kmしか離れていない
琵琶瀬川で6月上旬をピークに5月上旬から7月上
旬（樋口，1996），本調査河川と近隣の汐見川で6

月中旬をピークに5月中旬から7月中旬（久米・
北村，2003）と報告されている．これらの結果は，

本研究により推定された太平洋型の繁殖期とほぼ
一致している．
一方，日本海型の繁殖期は，5月下旬から初ま
ると推定されたが，繁殖期の終了時期は明らかに
できなかった．しかしながら，2005年から2007年
には，7月中旬にも別寒辺牛川で日本海型の雄の
グレードAとB，および雌のグレード1と2の個体
が採集されたことから（久米，未発表），本河川
の日本海型は少なくともこの時期まで繁殖を行っ
ていると考えられる．また，既報によると，日本
海型の繁殖期は，琵琶瀬川で6月上旬をピークに5

月下旬から6月下旬（樋口，1996），琵琶瀬川付
近のタイドプールで6月下旬をピークに5月中旬か
ら8月上旬（久米・北村，2003）と報告されてい
る．ただし，樋口（1996）では，7月中旬にも少
数ながら成熟個体が雌雄ともに採集されているこ
とから，繁殖期の終了時期を過小評価しているも
のと思われる．したがって，本研究と既往の結果
から，北海道東部の日本海型における繁殖期は，
6月中旬をピークに5月下旬から8月上旬の約2カ
月半であると考えられる．
以上のことから，別寒辺牛川においてイトヨの
日本海型と太平洋型の繁殖期は，後者のほうが前
者よりも約半月長いと推測されたが，大部分が重
複していることが示された．両型が同所的に生息
する琵琶瀬川においても繁殖期の重複が認められ
ている（樋口，1996）．したがって，交配前隔離
の一つである時間的隔離は，イトヨ2型間では機
能していないことが示唆された．しかしながら，
イトヨ 2型間の遺伝的交流は制限されており
（Higuchi and Goto, 1996; Kitano et al., 2007b），場
所的隔離（Kume et al., 2005），行動的隔離および
雑種不稔（Kitano et al., 2007b）が両者の隔離機構
として重要であることが改めて明らかになった．
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