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ゼゼラの繁殖生態に関する知見

Note on reproductive ecology ofJ;Jwiα  zι zιrα

(Cyprinidae:Gobioninae)

ゼゼラβJwJα z%θ隠 (Ishikawa)は , コイ科カマツカ亜

科に属する日本固有の小型底生魚類である。本種は
,

濃尾平野,琵琶湖・淀川水系,山陽地方,九州北部に

不連続分布 し,比較的流路延長の長い河川の下流域や

平野部の湖や池に生息する (細谷,2001;中 島ほか
,

2006;Watanabe ct al。,2010)。 産卵期は 4月 から7月 で
,

卵は寒天質様膜に覆われ,ブ ドウの房のような卵塊を形

成する。さらに,雄が卵を保護するというコイ科魚類 と

しては特異な繁殖特性を有することが知られている (中

村,1969;細谷,2001)。 しかし,本種の詳細な繁殖生

態に関する報告は非常に少なく,中村 (1969)でその一

部が記載されているにすぎない。そこでは,滋賀県犬上

川の琵琶湖岸から500m上流において天然産着卵と,雄
のなわばり行動ならびに捕食者からの防衛 と考えられる

卵の保護行動が観察されているが,産卵行動そのものは

観察されていない。

ゼゼラは,河川 0湖 沼環境の悪化や外来種の影響に

よって各地で減少 してお り (前畑,2006;阿部・江木 ,

2010),実効性のある保全策を立案するためには生活史

の解明が不可欠である。そのため,少 しでも多 くの生態

的知見を蓄積する必要があり,その中でも繁殖生態は種

の再生産に直接関わつているため,保全を考える上で特

に重要である.

著者 らは,福岡県柳川市の農業水路にて本種の産卵

行動を観察 し,同時に卵塊を得ることができたので,こ

こに報告する。

2010年 5月 27日 ,九州北部に位置する福岡県柳川市

沖端川近 くの農業水路 (図 1)に てゼゼラの産卵行動を

確認 し,卵塊を得た。本水路は,矢部川水系沖端川か

らの取水路に連結 しており,幅 3m,水深 40-60cmで 三

面コンクリート護岸されていた (図 2)。 18時 における水

温は 17.8°Cであつた。水路には緩い流れがあり,底には

約 20cmほ ど泥が堆積 し,オ オカナダモ亀7Jα ル4Sα が

繁茂 していた。オオカナダモの他に抽水植物などの水生

植物は確認で きなかったが,陸上植物であるシバ類

貌ガJα sp.(以下,シバ)から伸長 したほふく枝の一部が

水中に落ち,水にひたっていた。産卵行動の観察は,日

の入 り前後 (19時 20分)にあたる17時半から18時半お

よび21時 から22時 に設定 し,日 視にて行った。 また
,

必要に応 じて投網・タモ網で採集 し,雄の婚姻色 と雌の

腹部の膨 らみ具合による抱卵状況を確認 した。産みつけ

られた卵塊を目視により探索 し,基質ごとタモ網で採集

した。得 られた卵を実体顕微鏡下で写真撮影 し,画像

解析ソフト (Image 1 1.4.3,windows)を 用いて卵の長径

を測定 した。

17時半からの調査において,水中に落ちたシバにゼゼ

ラが群れているのを確認 した。シバの周 りには,婚姻色

を呈 し全身黒 くなった雄が多数,個 々になわばりを作っ

ていた。なわばりは小さく直径約 30cm以下で,雄同士

が激 しくなわばり争いをしていた。雄が群れているとこ

ろへ,時折,雌が来遊 してきてシバの周 りを遊泳 した。

雌は,腹部が大 きく膨 らみ,抱卵 しているものと考えら

れた。雌がやってくると,雄は盛んに追尾行動を行い
,

産卵を促 していた。雌は時々シバに頭を突っ込み,体を

図 1。 九州地図.黒星 ;調査場所。

図 2。 ゼゼラの産卵行動および卵が確認された農業水路 .
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図 3。 ゼゼラの卵.a;卵塊 と基質 (左下定規 =150 mm).b;ワ ロ塊拡大図 (円 中)。 c;リロ拡大写真 (1

目盛 =lmm).

震わせながらシバをくぐり,その後を雄が同様に追うと

いう行動がみられた。この一連の行動は,産卵行動であ

ると推察された。一方,水路内に繁茂 していたオオカナ

ダモの周囲では,明瞭な婚姻色を呈 したなわばりを持つ

雄は確認できなかった。また,シバから離れた場所で採

集された雄からは,明瞭な婚姻色を呈 した個体は確認さ

れなかった。

21時からの調査では,シバの周辺にゼゼラの姿がまっ

たくみられなかった。投網による調査を行った結果,5
投で雄4尾 ,雌 4尾が採集された。採集された雄は,追
星は出ているものの婚姻色は現れていなかった。一方 ,

雌は,腹部が膨らんでおり,産卵前の個体であると考え

られた。

ゼゼラの卵は,21時からの調査時にシバから発見され

た。卵は中村 (1969)に 記載されているとおり,粘着性

を持った寒天質様物質に包まれ,互いに密着 し卵塊をな

していた (図 3a,b)。 また,卵 の表面には,周 囲の浮遊

物などが大量に付着 していた (図 3c)。 周囲のオオカナ

ダモから卵は見つからなかった。卵の周囲でゼゼラは

観察されず,中村 (1969)に 記載されているような雄に

よる卵保護は確認されなかった。卵はほぼ球形であり,

寒天質様物質を含む卵径は,2.3± 0.3mm(1.6-3.1)

[mean± SD(range),4=100]で あった。また, シバから

はフナ類 0"sJ夕 s sp.の卵も多数見つかった。なお,卵の

種同定は,形態的特徴 (中村,1969)お よび孵化飼育

によって行った。

本調査で確認された雄は激しいなわばり争いを行い
,

中村 (1969)に よる報告に一致したが,一方で,雄によ
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る卵の保護は観察されなかった。ゼゼラの雄は,1度 目

の産卵後も次の産卵に向けてなわばりを維持することが

わかっている (川 瀬ほか,未発表データ)。 雄は日暮れ

までなわばりを維持すると考えられるため,結果的にそ

のなわばり防衛行動を卵の保護 と誤認 した可能性があ

る。保護行動については,今後,よ り詳細に検討 してい

く必要があるだろう。さらに,本調査により,沈水植物

であるオオカナダモよりも陸上植物であるシバの方がゼ

ゼラの産卵基質として好まれることが示唆された。シバ

の形状は,中村 (1969)が 報告 した基質 (ヨ シの根 )

と類似することから,ゼゼラの産卵基質としてヒゲ状の

細長い形態を持つ抽水および陸上植物が好まれると考え

られた。また,卵の寒天質様物質の機能としては,周囲

の浮遊物が粘着することによるカモフラージユや胚 とそ

れを取 り巻 く環境 との間の物理的緩衝効果などが考えら

れる。しかし,こ の適応的意義については今後さらなる

研究が必要である。

最後に,ゼゼラの保全に向けて若干の考察を加えると
,

阿部・江木 (2010)も 指摘 しているように,本種の繁殖

には,素掘 りの水路で多 くみられる抽水植物が生育する

環境や陸上植物が水際まで生えているような環境が必要

であると考えられた。また,本種は,水系内を成長段階

に合わせて季節ごとに回遊すると考えられる。このこと

は,本種が比較的流路延長の長い河川でないと出現 しな

いことからも示唆される (中 島,2006)。 これらのこと

から,繁殖場を保全するだけでなく,河川本流一支流一

農業用水路 といった成長段階・季節による回遊経路 ,

すなわち魚類学的水循環 (細谷,2009)を保障する必

要があるだろう。

本調査を行うにあたり,金 銀員氏をはじめとする九

州大学アクアフイール ド科学研究室の大学院生の皆さん

には,多大なご協力をいただいた。また,中 島 淳博士

には,九州におけるゼゼラの生虐、場所について有益な情

報をいただいた。本稿の執筆にあたつては近畿大学大学

院農学研究科の北川哲郎氏にご助言をいただいた。この

場をお借 りして厚 く御礼を申し上げる。なお,本研究の

一部は科学研究費 (基盤研究B,22310147)に よった。
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絶滅危惧種タビラクチの京都府舞鶴湾

からの記録と生息環境

New distribution record and habitat of an endangered

gOby均″θ`ψ"α
θ
“
′″

“̀"″
sin Maizuru Bay9

Sea ofJapan

タビラクチ均
"ε

4″わあκ′傷κε筋協S TOmiyama, 1934は

日本固有のハゼ科魚類である (Murdb 1989)。 近年,生

息環境の悪化により絶滅が危惧されており,環境省 レッ

ドリス ト (環境省,2007)で絶滅危惧 IB類 (EN)に 指定

されている。これまで本種は,標本にもとづ く正式な記

録によれば,和歌山県から宮崎県にかけての太平洋沿

岸,山 口県から長崎県北部の日本海沿岸,和歌山県北

部から大分県北部の瀬戸内海沿岸および佐賀県から熊

本県の有明海・八代海沿岸域に分布すると報告されて

いる (佐藤・藍澤,1992;鈴 木・和田,1999;吉 郷 ,

2003)。 また,本種は泥底の干潟に生息することが知られ

ており (岩田,1997;鈴 木,2003),自 然状態に保たれた

干潟の指標生物であるとも言われている (鈴木,2003).

今回,潮位差が小 さく干潟の存在 しない京都府北部

舞鶴湾において本種が 8イ固体採集された。これによって
,

本種の日本海側の北限および東限記録を大きく更新 し,

さらに本種の生“息環境についての新知見を得たので報告

する。

標本は,採集直後に10%ホ ルマリンで固定 し,その後

70%エ タノールで保存 した。計数・計測方法は,Winter_

bo■om and Burridge(1992)に 従った。本研究で観察さ

れた標本は,京都大学 (FAKU)に 所蔵されている。な

お,舞鶴湾における本種の分布は局所的であるため,保
全の観点から詳細な採集場所は示さない。
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タビラクチ

(図 1)

観察標本 (8個体)FAKU 132970,137971,137973,

3個体,標準体長 (以下 SL)18.4-26.4mm,舞鶴湾 ,

2010年 9月 1日 ,水深 3.1-3.5m,自 浪丸 (京都大学

フィール ド科学教育研究センター舞鶴水産実験所所属),

松井彰子採集.FAKU 132969,132972,132974,3イ 固体 ,

19。 7-29。 lmm SL,舞 鶴湾,2010年 9月 13日 ,水深 3.4-

3.8m,自 浪丸,松井彰子採集.FAKU 132968,14固体 ,

34.9mm SL,舞鶴湾,2010年 9月 21日 ,水深 2.9-3.4m,

自浪丸,松井彰子採集.FAKU 132976,14団 体 ,33.6

mm SL,舞 鶴湾,2010年 10月 8日 ,水深 2.9-3.2m,自

浪丸,松井彰子採集。

記載 背鰭鰭条数23-25(最 頻値は24),臀鰭鰭条数

23-24(最頻値は23),胸鰭鰭条数22-24(最頻値は23).

標準体長に対する各部位の相対比 (%SL)を 以下に示

す。頭長 26.5-30。 9,吻長 5。7-7.9,眼径3.6-5.5,両 眼間

隔 0。 7-1.5,上 顎長 H。 7-14.1,体 高 12.9-16。 7,体幅

10。2-13.6,第 1背鰭前長36.5-42.3,腹 鰭前長 25。 1-31.1,

臀鰭前長57.7-65.4,尾柄長6.1-8.1,尾柄高7.0-8.5,第 1

背鰭基底長 10。7-12.5,第 2背鰭基底長 40。 143.0,臀鰭

基底長 34.牛″.5,胸鰭長 14。 牛20.3,腹 鰭長 15。 1-22.0。

頭部はやや縦扁 し,体幹部から尾部にかけては側扁す

る。頭部は後頭部のみまばらに,体は完全に微小鱗で被

われる。眼は小さく,上方に突出する。日は水平で大 き

く,後端が眼の直下を越える。第 1背鰭は第2背鰭 と基

部で接 し,低い鰭膜を介 して連続する。臀鰭は第2背鰭

第3鰭条直下から始まる。

生鮮時の体色は,頭部および体はやや黄色がかった灰

色で,腹側にかけて白くなる。眼富直後から胸鰭基部上

方にかけて不定形の暗褐色斑が縦列する。頬前部から鯉

蓋中央部を通 り主鯉蓋上端にかけて暗褐色縦線が走る。

後頭部から第2背鰭基底後部にかけて背中線上に暗褐色

鞍状斑が7-8個 並ぶ.体側上方には,主鯉蓋上部から尾

柄部にかけて鞍状斑の間をつなぐように暗褐色点が散在

する。体側中央には,胸鰭先端部後方から尾柄部にか

けて54固 の暗色斑が縦列 しており,各暗色斑の間には不

明瞭な暗色縦線がある。第2背鰭には,暗褐色の縦帯が

2列 に並ぶ.臀鰭は後方にかけてやや黒みを帯び,縁辺

部は白く縁取られる。尾鰭下部は黒みを帯びるが,縁辺

部は白い。

備考 今回得られた 84固 体は,背鰭鰭条数が23-25で

あること,臀鰭鰭条数が23-24であること,国が大 きく

後端が眼の直下を越えること,眼から胸鰭基部上方にか

けて不明瞭な暗色帯があること,眼下から主鯛蓋上端に

かけて暗色帯があること,体側中央に54固 の暗色斑があ

ること,それらの暗色斑の間をつなぐように不明瞭な暗

色帯があることなどにおいて,Tomiyama(1934)の 原

記載とよく一致 した。ただし,Tomiyama(1934)の 記

図 1。 舞鶴湾で採集されたタビラクチИ′θγ″′οグθ″

′
“
ηε″′夕S(FAKU 132976,標 準体長 33.6mm)。

載では,後頭部から第2背鰭基底後部にかけての暗色鞍

状斑が 10個あること,臀鰭および尾鰭が全体的に暗色

であることで本研究の観察個体 とは異なる。Tomiyama

(1934)の記載は有明海で採集された個体のみにもとづ

いていること,本種の分布は点在すること (佐藤・藍

澤,1992)か ら,こ れらの違いは地理的変異である可能

性が考えられる。あるいは,本研究の観察標本は 34。 9

mm SL以下であったのに対 し,Tomiyama(1934)の 観

察標本は全長40-80 mmで あったことから,体サイズに

よる違いである可能性 もある。

本種のこれまでの日本海側での正式な報告は,山 口県

油谷湾 (森,1977),長崎県対馬 (吉郷,2003),長崎

県松浦市 (佐藤・藍澤,1992),長崎県福江島 (吉郷・

中村,2003)の 4ケ所のみであったが,今回,京都府舞

鶴湾で採集されたことにより,日 本海における分布の東

限および北限を大きく更新 した。

本種は 8月 以降20 mmを 超えると底生生活を始め
,

生後 1な い し2年 ,全長 60 mmで 成熟に達 し (道 津 ,

1961;森,1995;田北・久納,1997),体長 70 mmに 達

すると報告されている (環境省,2007)。 これらのこと

から,本研究で採集された最小の個体 (18。4 mm SL)は

着底直後の未成熟魚であると考えられる.ま た,本研究

で観察を行った個体は最大でも34.9mmSLで あつたこと

からすべて未成熟魚であると判断されるが,2010年 8月

初めには本研究で観察 した個体よりも大 きな個体 (約

50-60 mm SL)が数多 く採集されていた (松井,未発表

データ)。 したがって,今回観察した未成熟魚は偶発的

に他地域から分散 してきたのではなく,舞鶴湾内で再生

産された個体である可能性が考えられる。

舞鶴湾沿岸域は日本海に面 してお り,潮位の日変動

が小さい (気象庁,20H)。 また,リ アス式海岸である

のと垂直護岸箇所が多いために,渚が限定され岸際域の

水深変化は大 きく,舞鶴湾内に干潟は形成されていな

い。採集地点の底質は,泥の定義を粒径 63 μm以下の堆

積物とする泥分率が43.2%,含水率が38.1%の砂泥底で

あ り,こ れまでの本種のおもな採集環境である軟泥底

(佐藤・藍澤,1992)に は当てはまらなかった。 また
,

採集地点周辺には局所的な低塩分域が多数存在 し,採
集地点付近 60m2の塩分をl m2ご とに測定 した結果 ,

2010年 8月 24日 では21.7-31.8(κ =60,変動係数

0.064),9月 27日 では20.5-30.1(4=60,変 動係数

0.055)の範囲で変動 した。採集地点周辺には陸域から
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の目立った淡水流入はないため,こ の低塩分域付近では

海底から淡水が湧出しているものと考えられる。さらに,

採集地点周辺で2010年 9月 6日 と9月 27日 に潜水調査

を行ったところ,海底にはテッポウエビ類のものと思わ

れる生息孔が高密度に存在 し,本種がその孔内に入って

い く行動が観察された。道津 (1961)は ,本種が軟泥

干潟に作 られた甲殻類やワラスボ類の生息孔内に棲むと

報告 しているが,本調査地点においてもそれを支持する

結果となった。

以上のことから,タ ビラクチは軟泥底の干潟域の形成

されない沿岸では,塩分変化が大きく甲殻類の生息孔が

多数あるような内湾域の砂泥底の浅場にも生息している

ことが明らかとなった。今回の調査地点のように干潟域

が形成されない海域において,本種の個体群が存続する

ためには,湾奥部の泥底の海底淡水湧出域が重要な環

境である可能性が高い。したがつて,今後の本種の調査

には,干潟域のみならず,湾奥部の泥底の海底淡水湧出

域にも目を向けるべきであろう。
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石垣島で水中撮影されたスズキ属魚類

First record ofttα ″θθttbnttχ fromn the Yaeyama lslands,

Japan,based on underwater photographs from

lshigaki lsland

2010年 7月 20日 に,石垣島浦底湾に面する水産総合

研究センター西海区水産研究所石垣支所 (現・亜熱帯研

究センター)の桟橋の下で (図 1),ス ズキ属 Zαたοルシ傷

と思われる魚 14固体が目撃され,同一と思われる個体が

以後 lヶ 月近 く同じ場所で確認された。この間,標本と

して本個体を捕獲することはできなかったが,水中写真

を数回にわたつて撮影 し,八重山諸島海域におけるスズ

キ属魚類の初記録 となったので報告する。なお,一連の

写真は,神奈川県立生命の星・地球博物館の魚類写真

資料データベースに登録されている (KPM‐NR0044877

A,  KPM―NR0044878 A,  KPM中 NR0044879 A,  KPM―

NR0044880 A, KPM‐ NR0044881 A)。

鮮明に撮影で きた写真画像 と水中観察の結果 より,

体色は銀の単色であること,体形は長 く側扁すること
,

吻が尖ること,尾鰭後縁が切れ込むことなどから,本個

体は全長 40-50 cm程 度のスズキ属魚類 と考えられた

(図 2).ス ズキ属には,スズキ五.ノ″θηJεttS,ヒ ラスズキ

Z.腸
"s, 

タイリクスズキZo sp.の 3種が知られている (横

川,2002)。 本個体は,腹部が痩せているものの,体高

と尾柄高が高い,尾鰭後縁の切れ込みが浅い,体倶1に斑

点がないなどの点から,ス ズキやタィリクスズキよりも,

ヒラスズキである可能性が高いと思われる。

スズキ属魚類は,いずれの種 も石垣島を含む沖縄県か

らは報告されておらず,サ ンゴ礁域の環境が本属魚類の

生息に適 していないためであると考えられてきた (横川 ,
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図 1。 スズキ属魚類が確認された地点 (上)と桟橋の写

真 (下 )。

2002)。 しか し,2006年 春には沖縄県久米島で (磯 ,

2006),2007年 3月 には沖縄県伊是名島でヒラスズキが

釣獲されている (沖縄タイムス,2007)。 ヒラスズキは
,

本州,四 国,九州と朝鮮半島南部に広 く分布 し,鹿児

島県屋久島までは普通に見 られるが (MOtomura ct al.,

2010),沖 縄県への分散は偶発的であると考えられる。

なお,鹿児島県奄美大島からもスズキが記録されている

が (Kamohara,1957), これは二.′α′夕s(ヒ ラスズキ)が
記載 された (Katayama,1957)同 年の報告であるため

,

ヒラスズキの可能性がある。

1982年 にオース トラリアのシドニー近 くでスズキが2

個体採集され,こ れらはバラス ト水にまぎれて日本から

運び込 まれた ものであったと考えられたことがある

(Paxton and Hoese,1985).石 垣島でも島南部の石垣港に

日本本土からの船が多数出入 りしているが,本報告の個

体が確認されたのは島北部であるため,こ の個体が複数

の半島や岬を越えて南部から北部に移動 したとは考えに

くい。 また,199o年 代前半から西 日本各地で,養殖用

図 2。 2010年 8月 H,17日 に石垣島浦底湾で撮影され

たス ズ キ属 魚 類 (上 KPM―NR0044877 A,下 KPM―

NR0044880 A,撮 影者 :下瀬 環).

種苗として中国から導入されたタイリクスズキがたびた

び逸出し,周辺で釣 られているが (横川ほか,1996),

石垣島周辺でこのような養殖はおこなわれていない (増

田裕碁氏,私信 )。 さらに,第一著者の下瀬は,2001年

と2002年 に沖縄本島北部で,日 本本土から輸入され蓄

養されていたスズキやヒラスズキが逸出し,数週間にわ

たって周辺の沿岸から釣れたことを確認 しているが,過
去に石垣島周辺でこのような蓄養がおこなわれたことは

ない (増 田裕碁氏,私信 )。

ヒラスズキの主要分布域南限が屋久島であることを考

えると,成魚が黒潮を横断して南下することは考えにく

いが,浮遊期にいったん黒潮東側の海流渦に取 り込まれ

れば,沖縄諸島や八重山諸島まで南下できる可能性があ

る。本報告の個体が人為的に持ち込まれた可能性 も完全

には否定できないものの,こ れらの説を検証するには
,

このような視点に立った情報蓄積のために,写真による

出現記録でも確実に報告することが必要である。

最後に,1993年 2月 に沖縄県那覇市泊漁港でヒラスズ

キが水揚げされた記録がある (吉野哲夫氏,未発表)こ

とを付記 しておく。

スズキ属魚類に関する有益な情報をいただいた,琉球
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大学理学部の吉野哲夫准教授 と八重 山漁業協 同組合の

増田裕碁氏に感謝する。
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2012年度年会のお知らせ

2012年度年会の予定をお知らせします。詳細は2012年 4月 に

出版される魚類学雑誌59巻 1号 に掲載します。

期 日 :2012年 9月 21日 (金 )-9月 24日 (月 )

21日 編集委員会 0評議員会

2244日  研究発表会・シンポジウム

会 場 :独立行政法人水産大学校

〒759-6595 山口県下関市永田本町2-7-1

シンポジウム 0セ ッションの申し込みについて

2012年度年会でシンポジウムまたはセッションを計画されて

いる会員は下記の要領で申し込み書類を作成し,電子メールで

担当庶務幹事までお送りください。会場および日時の制約上多

数の申し込みがある場合には調整を計りますので,あ らかじめ

ご了承くださるようお願いします。なおセッションとは, シン

ポジウムのように1日 を費やすほど大規模ではないが,年会参加

者に関心の高いトピックを同じ時間帯に集め,1現 時間 (1時間

あたり最低3人の講演者)を 限度に,よ り突っ込んだ議論をし

ようというものです。コンパクトなテーマの際に是非ご活用く

ださい。

申 込 先 :〒 501-H93岐 阜市柳戸 1-1

岐阜大学 地域科学部

日本魚類学会庶務幹事 向井貴彦

日夕刊.沖縄 タイムス社,7中縄。
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31-37.
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TEL:058293-3027 FAX:058-293-3008
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必要事項 :(1)和 文標題,(2)英文標題,(3)企画者氏名,(4)

趣旨説明 (1000字 以内),(5)演者と演題,(6)連

絡先住所・氏名 (電話,フ ァックスおよびe―mail)。

なお,標題や演者 0演題は暫定案でも結構ですが,

内容が明瞭にわかるようにしてください。ただし,

実施時の内容と大きく異なる暫定案を作成するこ

とは避けてください。

申込締切 :2012年 1月 31日

2011年度年会

20H年度年会が20H年 9月 29日 (木)-10月 2日 (日 )に弘前

大学文京町キャンパスにおいて開催され,以下の会合があった。

1。 2011年度第2回編集委員会

9月 29日 (木 )12:00-14:30に 編集委員 H名が出席して20H

年度第2回編集委員会が開かれた。

2。 2011年度第 1回評議員会

9月 29日 (木)15:00-17:30に評議員23名 (他 に委任状 31

名)が出席して開催された。議長には篠原現人氏が選出された.

議事は以下の通りで,報告,答 申および来年度活動方針案は原

案通り採択されたが,英文誌に関する下記 (19)に ついては,幹

事会と編集委員会において再検討した上で,評議員MLに より


